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特集 “放射線とマスメディア”
2011 年に起こった福島第一原発事故は、技術立国の日本に起こっただ
けに世界中に大きな衝撃を与えました。誰もが想定しないことが起こった
のです。それに伴って国民生活のあらゆる分野に影響が波及しました。こ
の事故にどう向き合って、どう乗り越えて、不幸な事故を次世代へ財産と
してどう受け継ぐかが我々に問われています。そのためには情報の理解と
伝達手段について立ち止まって考えることも必要です。本特集が読者諸氏
にとって、放射線の人体影響をキーワードとして情報伝達のありようを考
えるための一助となれば幸甚です。



Editorial

遺伝学の革新が与えてくれる新しい人生観


山岸秀夫＊
春の訪れを実感させてくれる花は、何と言っても梅である。京都の北野天満宮では、祭

神の菅原道真公の命日にあたる、2 月 25 日の早春に梅花祭が行われ、梅園には、白梅、
紅梅、淡紅梅と、色とりどりの花の香りが漂う。筆者の住む城陽市にも、南部に有名な青
谷梅林があるが、毎年近くの正道官衙（奈良時代の郡役所）遺跡公園を訪ねて、梅の木の
枝に咲き分けた、ピンクと白の花模様をめでるのを楽しみにしている。4 月も中旬にな
ると、京都大学理学部付属植物園に植えられた、ハナモモには、枝だけでなく花弁も含め
て、文字通り桃色（ピンク）と白に咲き分けた見事なモザイク状の花柄が、毎年異なった
模様として見られる。平安の昔の源氏と平氏の旗の色に因んで、世に人は源平咲きとも呼
んでいる。しかし、このように多様な姿の梅も桃も、それぞれの種としての「いのち」を
連綿として、世代から世代へとつないで、今日に至っていることに変わりはない。
時代を 19 世紀の中頃に遡ってみると、オーストリアのブルノ（現チェコ共和国領）
の修道院にいた G.J. メンデルは、その中庭で、8 年間に亘ってエンドウを育て、その交
配実験の結果をブルノ自然学会誌に 1865 年に掲載した。その結果は、親から子に連綿
として伝えられる不変の遺伝的因子（遺伝子）の存在を確信させるものであったが、その
成果が「メンデルの法則」として確立されたのは、彼の死後、3 人の植物遺伝学者に
よって独立に再発見された、20 世紀の幕開けの 1900 年であった。すなわち、遺伝子
型（原因）と表現型（結果）との因果関係を明らかにした、要素還元的手法の勝利であっ
て、以後 20 世紀の遺伝学の主導原理となる。
20 世紀に入ると、ショウジョウバエのような世代交代の早いモデル生物を用いて、遺
伝学は急激な進歩を見せ、これまで概念的な存在であった遺伝子が、細胞分裂中に観察さ
れる染色体上に実在することが明らかになった。20 世紀も中頃になると、第 2 次世界
大戦後、モデル生物として、単細胞の微生物が、多細胞生物に代わって用いられるように
なり、とりわけ大腸菌とその寄生ウィルス（ファージ）の系で、生体高分子としての
DNA が 遺 伝 子 の 実 体 で あ る こ と が、1952 年 に 最 終 的 に 証 明 さ れ た。 そ の 翌 年 の
（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）

＊
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1953 年には、遺伝情報の複製を説明するのには申し分のない、DNA 二重らせんモデル
が提出された。引き続き 10 数年の間に、巨大な DNA 分子から、各遺伝子に必要な情報
を転写する RNA 分子が同定され、RNA の情報を実際に細胞内で働くタンパク質に翻訳
する機構が解明され、遺伝子の働きを分子のレベルで探究する分子遺伝学が誕生した。1
個の大腸菌細胞でさえ、環境次第で、必要な栄養物を合成するべきか、消費してエネル
ギーに変換するべきかを選択する機構を備えていることも明らかになった。
20 世紀も後半になると、分子遺伝学は高等動植物まで普遍し、全ての生物の遺伝情報
（ゲノム）が、4 種の有機塩基の配列として記載されることになった。20 世紀末には、
国際的な研究協力の成果として、ヒトゲノムの 32 億の塩基からなる概略配列が発表さ
れ、総数 22,000 個の遺伝子配列が同定されたが、全ゲノムの 2％にも満たないもので
あり、残りのゲノムの役割が未知のものとして今世紀に持ち越された。おそらくその大部
分は、ウィルス感染を含む、遺伝子の重複と変異による進化の過程で、不要となった遺伝
子の墓場だと考えられていた。
今世紀に入って、DNA 塩基配列決定技術が急速に進歩し、遺伝学は大きく革新される
ことになった。まずヒトゲノムの 1％に絞って、147 種の細胞株を用い、より詳細な遺
伝子解析がなされた。その結果、これまで遺伝子の墓場だと考えられていた DNA の大部
分に、各遺伝子の発現を調節する役割のある事が明らかにされた。これはまだ全ヒトゲノ
ムの役割の解明を目指した ENCODE（DNA の百科事典）計画の一端であって、昨年秋
に Nature 誌に掲載された 6 編の論文から、その一部を垣間見ると、あたかも一つの遺
伝子を作動させるのに必要な、能力の異なるアクセルとブレーキが多数あり、しかもそれ
ぞれが複数の遺伝子の発現に関わっている図式が伺える。まさに遺伝子発現の調節機構自
体がネットワークをなしている。ここでは、形質発現を結果する因子としての遺伝子の、
これまでの定義自体の見直しが迫られている。すなわち、たとえ一卵性双生児として同一
のゲノム構成の受精卵から発生を始めたとしても、各発達段階での遺伝子の発現は、種々
の環境要因によって、微妙に多様化することが考えられる。遺伝子発現を、複数のアクセ
ルとブレーキを持った自動車の運転に例えてみれば、日々新陳代謝される、新たな「いの
ち」を生きること自体が奇跡であるとしか言いようがない。
ところが同じ年の春の Science 誌に掲載された論文によると、精巧に発現制御されて
いる遺伝子でさえ、単一受精卵から各種臓器に分化する過程では、肝心の発現情報を受容
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する遺伝子領域自体に、様々な不可逆的な変化がモザイク状に生じている可能性が示され
た。そのきっかけは、筆者らがほぼ 30 年前に Gene 誌に発表した、マウスの体細胞に
存在する染色体由来の微小の環状 DNA であった。しかも微量であったので、数百匹のマ
ウスを用いて、やっと検出できるほどのものであった。しかし DNA 塩基配列決定技術と
並んで、急速に進歩した DNA 分子の試験管内増幅技術が、その微量 DNA の解析を可能
にした。結論として、微小環状 DNA は、遺伝子が発現情報を受理する領域の微小な欠失
部位に由来し、その欠失がマウスの脳や心臓や肝臓のような体細胞にキメラ状に分布する
ことが示された。すなわち、不可逆的な微小欠失変異が、それぞれの個体や臓器に特有の
ものとして、その生理学的機能に影響することが示唆されたのである。このような見地に
立てば、再生医療の切り札と考えられている iPS 細胞（人工多能性幹細胞）の、生殖医
療への適用に倫理的規制が加えられるのは当然と考えられる。
私たちが、この世に「生を受けた」ことに対しては、「いのち」の継承として両親に感
謝しなければならない。しかも両親の生殖細胞からそれぞれの遺伝的因子を受け継いでい
ることに関しては、「メンデルの法則」の枠内にある。しかし、それぞれの遺伝子がどの
ように個人の中で発現し開花するかに関しては、ほとんど無限の可能性が残されており、
その実現の可能性は個々の体細胞遺伝子の中に刻み付けられていることになる。この見地
から見れば、加齢は単なる細胞老化の過程ではなく、それぞれの細胞の機能の成熟あるい
は個別化と考えてもよい。マウス胎仔の増殖中の脳細胞にも、おとなの脳細胞にも、染色
体由来の微小環状 DNA が遺伝子プールとして存在している事実は、それぞれ新たなシナ
プス結合産生との関連も示唆するように思える。毎年咲き分けて、個性的な花模様を演出
するハナモモのように、各人が両親から受け継いだ遺伝子の脚本の如何にかかわらず、自
らの人生を豊かに演出するのは、それぞれの自律的な人生観によるところが大きいと考え
る。つまり生物進化の中で形成された、世界で一つのゲノム情報の枠内で、「人生を全う
する自由」が与えられているのである。
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特集“放射線とマスメディア”にあたって
福本

学＊

2011 年 3 月 11 日に起こった東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波、そして福島
第一原子力発電所の事故は、日本人の考え方や生活の根幹に迫るような大きな衝撃を与え
た。外国ならいざ知らず、技術大国で職人気質の原発で、あろうことか電気を作る発電所
で全電源喪失の挙句に放射性物質の漏洩と、更なる爆発に伴う大量の放射性物質の環境中
への飛散が起こった。政府・東京電力は国民に多大な不安を与えないようにという思いか
らか、当初 SPEEDI の計算結果を公表しない、メルトダウンを認めないなど、事故を矮
小化することに努めていた。また枝野官房長官（当時）は、事故に伴う放射性物質につい
て「健康に直ちに影響がない」と言明していた。その一方、炉心の応急冷却は疎か、ロ
ボット大国に炉心内部の様子の探索能力もないことまでが白日のもとに明らかとなった。
これら一連の流れから国民は、原発安全神話が技術と職人魂に裏打ちされたかのような創
作話であることに気づいてきた。さらに即席原発評論家と即席放射線専門家が薄弱な根拠
で、大げさな発言をするようになった。このような混沌とした中で、「政府は何かを隠し
ている、マスコミは偏った報道をしている。だから信用できるのは外国からのインター
東北大学加齢医学研究所病態臓器構築研究分野（病理学）

＊
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ネットの書込みだけだ」とか、子供の尿に数ベクレル /L の放射性セシウムが検出され
て、「子供の生命が危ない」と極端に神経質な人たちが出てきた。「放射線は浴びないに越
したことはない、だから少しでも危険なのだ」という思考基盤から発していて、その基盤
を疑おうとしない。既に決まった思考方向があり、それを容易に変えられない人もいる。
そのような人達に現状について科学的にわかっていることを説明して、感情ではなく理性
と論理的思考をしてもらうことが放射線生物学の専門家の務めである。しかし今以て「放
射線」を正しく定義できる専門家がどれくらいいるだろうか。混乱の一因として、放射線
にまつわる単位のわかりづらさ、特に、等価線量と実効線量の両方を表す Sv（シーベル
ト）の曖昧さを専門家の皆が皆理解しているとは考えにくい。さらに、素人のマスコミ関
係者が、放射線生物学者に、その学者の専門外のことについて質問をするということが頻
繁に見られた。
放射線について多くの人々が知りたいことを極論すると、①人工放射線は危険だが自然
放射線は安全は本当か、②内部被ばくは外部被ばくよりも危険か、③直ちに影響のない被
ばくでも、将来がんに罹らないか、子孫へ影響しないか、④少ない被ばくは身体にかえっ
て良いか、などということになる。それに対して放射線のヒトへの影響でわかっているこ
（注1）
とは、急性全身被ばくで、① 0.1Gy（グレイ）
以下では影響がわからない、② 4Gy

被ばくすると 2 ヶ月以内に半数が死ぬ、③被ばくして生き残った場合、発がんリスクが
上昇する、④被ばく時年齢が低いと高齢よりも発がんリスクが高い、などということにな
る。これらの疑問と、それに答えるために必要な科学的知見の間にあるギャップは埋まる
かに関しては、答えは限りなくノーである。人は五感で感知し得ないもの、特に視覚で捉
えられないものに恐怖を抱く。ガイガー計数管がけたたましく鳴ると、もう堪らない。日
本は世界で唯一の被爆国であり、被爆者はがんに罹るリスクが高い、第五福竜丸の乗組員
や JCO 事故では死者が出たと思うと、ほんのちょっとの放射線でもあれば危険だと思う
のは一般の人にとって当然である。評論家は声高にマスコミに顔を出すが、専門家は自分
Gy（グレイ）は 1kg の物質に 1 ジュールのエネルギーを与える電離放射線の吸収線量の国際単位（SI）であ
る。電離放射線は種類やエネルギーにより、異なった生物影響を持つので、同じ尺度で評価するために等価線
量が考えられている。等価線量は放射線荷重係数を Gy に乗じて得られ、単位は Sv（シーベルト）である。放
射線荷重係数はガンマ線、X 線、ベータ線は 1、中性子線とアルファ線はエネルギーによって異なるが、20
である。さらに、発がんや遺伝影響などの確率的影響は臓器によって異なるために、身体全体で平均化した実
効線量が考えられている。等価線量に組織荷重係数を乗じて得られ、これも単位は Sv である。このように、
Sv には異なる対象を定量化しているという多面性がある。さらにそれが単位時間当たりなのか、総量なのかと
いうことも加わって、放射線の人体影響を論議する際に混乱を招く要因となっている。

注 1）
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の狭い範囲の生物学をしていて、社会性にまで思いを馳せることは少なかった。科学者は
再現性を重んじるばかりに、「……と言う条件であれば、……である」という言葉にな
る。さらに、自分が充分に理解していないことを人に説明しても理解されるものではな
い。皆が、「何をどこまで誰がわかっているか」ということ自体を知識として共有するこ
とが重要であるが、それができない。なぜできないのかを考える必要がある。上質な情報
の発信・バイアスの掛からない伝達・冷静な受信・正しい知識による咀嚼、そしてそこか
らの新たな発信というサイクルが、人類にとって創造的で、地球と環境にとって有益な良
循環となることによって、経験が風化することなく次世代へ財産として継承されることに
なる。
原発事故の勃発から 2 年近くが経過し、事故調による報告書もまとめられて、人々は
やや落ち着いてきた。そろそろ感情を抑えた静かな議論ができるようになってきたのでは
ないかと考えている。そのような思いを持って、2012 年 9 月 8 日に日本放射線影響学
会第 55 回大会に合わせて、体質研究会とひと・健康・未来研究財団の共催によって市
民公開講座「放射線とマスメディア：わからないことをどう伝えるか」が開催された。本
特集は、上述のサイクルの各段階の現状と問題点を浮き彫りにして、今後の課題について
4 人の方々に、講演内容を中心として執筆していただいた。放射線治療医からみた放射
線の人体影響（中村仁信）、市民感覚の問題点（木下冨雄）、マスコミの現状（室山哲
也）、原爆の疫学調査からわかったこと（中村典）からなっている。さらに本特集には掲
載されていないが、行政組織の問題点について（櫻井充）の講演もあったことを付してお
く。各先生方には極めて多忙にも拘らず執筆いただいたことに感謝申し上げる。


（イラスト：中井英之）

追補：なお、本市民公開講座の動画と参加者からの質問や講師からの回答は「日本放射線
影響学会第 55 回大会」ホームページから御覧になれます。
URL, http://www2.:dac.tohoku.ac.jp/jrrs2012/
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低線量放射線の人体影響
－発がんか健康効果か－

中村仁信＊
要 旨：放射線だけによる発がんにはしきい値があるが、生活習慣の発がん
リスクとの複合的影響では不明になる。100mSv 以下の低線量でがんが増
える証拠はなく、リスクはあるとしても野菜不足程度である。小児において
も低線量でがんが増えることはなく、外部被ばくより内部被ばくが怖いとい
うこともない。また、科学的に証明されてはいないが、慢性低線量被ばくに
よる放射線ホルミシス（低線量で刺激される生物活性）についても考察する。
はじめに

低線量放射線の発がんリスク

2011 年 3 月の福島原発事故が契機と

低線量放射線の発がんリスクを論ずるの

なり、放射線に関する安全性の問題が大き

は、 直 線 し き い 値 な し（Linear Non-

くクローズアップされた。今後は、長期に

Threshold：LNT）仮説をどう考えるか

亘る低線量放射線被ばくの人体への影響が

と い う こ と で も あ る。LNT の 発 端 は、

注目されてくる。放射線医療に従事する者

1927 年の H.J. マラー博士によるショウ

としては、放射線に関する正しい知識を持

ジョウバエの実験結果で、被ばく線量と突

ち、指導的立場に立って一般の人にもリス

然変異発生率は正比例するため、しきい値

クと安全性を語っていかねばならない。し

はない、被ばくの影響は修復されないとさ

かし一方では、原発反対と被ばくへの怖れ

れ た。ICRP（ 国 際 放 射 線 防 護 委 員 会 ）

が結びつき、誤った認識、古い知識の固執

は、マラー博士の実験結果が人間にも当て

から、あるいは反原発派の意図的な宣伝か

嵌まると考え、1958 年の勧告に取り上

ら、必要以上に放射線被ばくが問題視され

げた。以来、長年にわたって放射線は少し

ている。そこで本稿では、低線量放射線に

でも危険である、安全という線量はない

おける発がんリスクを考え、今後の福島に

（LNT）と主張してきた。しかし、ショウ

おける長期低線量被ばくの影響について私

ジョウバエの精子は DNA 損傷修復機能の

見を述べる。

ない細胞だったことがわかり、その前提は
崩れてしまっている。その後、ショウジョ

彩都友紘会病院長、大阪大学名誉教授（放射線医学）

＊
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ウバエの精母細胞（精子の元になる細胞

発がんがあるものの、照射野外（数 Gy 被

で、DNA 修復機能を持つ）を用いた実験

ばく）では有意の発がんはみられないとし

では、ある線量までは影響が出ない、すな

ている3）。Rubino らは乳がん放射線治療

わち、しきい値があることが明らかになっ

後の二次発がんを調査し、線量効果関係は

た1）。さらに、低線量・低線量率では突然

直線ではなく、二次曲線であるとしてお

変異誘発率がコントロールよりむしろ低下

り、有意の発がんは 15Gy を超えたあた

することも示され、DNA 修復機能が活性

り か ら で ある4）。Tubiana ら は 小 児 が ん

化されたと考えられている2）。

放射線治療後生存者 5,000 人を調査し、

また ICRP は、LNT の理論的背景とし

平均 29 年間のフォローアップで 369 人

て「放射線被ばくによって DNA が損傷

の二次発がんを認めているが、1Gy 以下

し、突然変異が生じる。突然変異が 1 個

では過剰の発生はなかったとしている5）。

でもあれば、がんが発生する可能性があ

いずれの論文も、放射線治療後の二次発が

る」と主張してきたが、発がん機序、生体

んにはしきい値があることを示している。

防御機構が解明され、そのような単純な理

このほか、1900 年代初期の放射線防

論は通用しなくなった。現在、ICRP の見

護の概念がない時代には放射線皮膚炎から

解は、「100mSv 以下では有意の発がん

の皮膚がんが医療関係者などにみられた

リスクはなく、リスクは実証できないほど

が、放射線皮膚炎にはしきい値があるの

小さい」となっている。この考えは、日本

で、皮膚がんにもしきい値がある（1Gy

医学放射線学会、日本放射線影響学会など

以上）。米国ではダイヤルペインター（ラ

でも支持されている。

ジウム入り蛍光塗料を時計文字盤に塗る女
工）の上顎・下顎骨髄炎から骨肉腫が発生

局所被ばくの発がんリスク

14

したが、これにも 1～数 Gy のしきい値が

局所の放射線被ばくによる発がん事例を

ある。また戦時中使われたトロトラストと

検討すると、放射線発がんにはしきい値が

いう X 線造影剤には、トリウム 232 が

あることがわかる。特に、放射線治療後の

含まれており、静注すると肝、脾、リンパ

二次発がんに関していくつかのデータがあ

節に蓄積し、α線の内部被ばくによって肝

る。Arai らは放射線治療を行った子宮頚

がんが発生した。しかし、これにもしきい

が ん 11,855 例 を 調 査 し、 照 射 野 内

値（2～数 Gy）がある。これらの局所被

（50Gy 以上）では 1％以下の頻度で二次

ばくはまさに放射線だけによる発がんであ
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り、しきい値は１Gy 以上である。以上、

というのは不自然に思える。それでは、原

局所被ばくにおける発がんには、しきい値

爆 被 爆 後 生 存 者 に お け る、100mSv で

があり、低線量での発がんは、今のところ

0.5％の過剰がん死というのはどう考えれ

知られていない。

ばいいのか。ここからは私見であるが、原
爆 か ら 10 年 20 年 30 年 が 経 っ て 増 え

全身被ばくにおける発がんのしきい値

てきた、胃がん、肺がん、大腸がん、乳が

忘れてならないのは、原爆被爆後生存者

んなどの固形がんは本当に放射線だけでが

の白血病である。骨髄細胞は放射線感受性

んになったのだろうか。酒、タバコ、スト

が高く、原爆のような全身被ばくで全身の

レス、運動不足、野菜不足、高塩分、高血

骨髄が瞬時に被ばくすれば、最も罹りやす

糖など、様々な発がんリスクとの複合的影

いのは白血病である。実際、広島・長崎の

響ではないかと推測する。そうであれば、

原爆被爆後生存者から 2、3 年して白血

200mSv 以下でがんが増えても不思議で

病が発生し 6〜8 年でピークに達したこ

はなく、放射線に関してだけのしきい値は

とはよく知られている。ところで、被ばく

不明ということになる。この考えは立証も

線 量 と 白 血 病 死 亡 頻 度 を み る と、

困難であるが、否定もできない。

200mSv までは白血病死の増加はみられ

いずれにせよ、日本人のがん死が病因の

ず、60〜90mSv では白血病死はむしろ

30％に及ぶ現在、急性被ばく 100mSv

低下している（表 1）。この場合の白血病

で 0.5％の過剰がん死リスクは極めて小

は、原爆による全身被ばくが原因であるこ

さいもので、他のリスクに例えると、野菜

とが明らかで、200mSv というしきい値

不 足 程 度 で あ る。 慢 性 被 ば く 100mSv

が あ る。 最 も 罹 り や す い 白 血 病 に

なら、さらにリスクは小さく、受動喫煙程

200mSv というしきい値があるなら、そ

度であろう。ちなみに、運動不足や過剰塩

れ以外のがんが 200mSv 以下で増える

分摂取、肥満のリスクは急性被ばく 200

表1

原爆被ばく線量と白血病死亡リスクの関係

被ばく線量（ミリシーベルト）
10－50

60－90

100－190

200－490

500－990 1000－1900

2000－

白血病死亡リスク（非被ばく群に対する相対リスク）
0.99

0.61

1.08

1.79

4.15

8.01

18.57
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～500mSv に相当する。従って、低線量

たうえで一般では 50 年間、乳幼児は 70

被ばくの影響を気にするより、生活習慣の

歳になるまでの線量の積分値が実効線量と

リスクを減らすほうが発がんリスクは減

して算定される。これは預託実効線量とい

る。まして、1mSv 以下にしようという

う考え方で、50 年分の被ばくに相当する

除染など、意味のないものである。

線量を摂取の時点で被ばくしたものとする
のである。しかし、放射性物質は減衰しな

内部被ばくにおける預託実効線量

がら、その影響は修復され続ける。預託線

原発放射能漏れによって内部被ばくが問

量には修復分は計算されていないので、修

題 に な り、 ヨ ウ 素 131 は 消 滅 し た も の

復分を差し引くと実際の影響はずっと少な

の、半減期約 30 年のセシウム 137 が残

くなる。言い換えれば、内部被ばくの預託

存し、必要以上に怖がられている。そして

実効線量とは、50 年分の被ばくの集積で

その背景には、内部被ばくのほうが外部ひ

あり、その間の修復を考慮していないの

ばくより影響が何倍も大きいという誤解が

で、急性の外部被ばくの同じ実効線量より

ある。内部被ばくの例として甲状線機能亢

実際の影響はずっと少なくなる。たとえば

進 症 の 治 療 で は、187～370MBq の ヨ

胸 部 CT の 被 ば く は 6.5mSv 程 度 で あ

ウ素 131 を服用させる。1,000Bq（ベ

り、セシウム 137 の 50 万 Bq を預託実

クレル）＝0.022mSv という換算式を使

効線量に換算すると 6.5mSv になるが、

うと、370MBq では 8Sv を超える。全

同 じ 6.5mSv で も セ シ ウ ム の 50 万 Bq

身外部被ばくで 8Sv 浴びれば、生き残る

のほうが実際の影響はさらにずっと少ない

人 は い な い。 し か し、 ヨ ウ 素 131 の

のである。

370MBq（8Sv）を服用しても誰も死な
ず、がんにもならない。甲状腺がんの治療

16

小児被ばくのリスク

には、さらに 10 倍のヨウ素 131 が使わ

専門家も含めて多くの人が、子供は放射

れる。内部被ばくにおいて、換算された実

線に弱いと思い込んでいる。子供を守りた

効線量とは預託実効線量である。ご承知で

いという母親たちの切なる気持ちがこれに

ない方のために内部被ばくにおける預託実

拍車をかけ、1mSv 以下を目指すという

効線量を説明しよう。

愚かな除染が行われている。子供が放射線

内部被ばくでは、体内に放射性物質を摂

に弱いと考えられる根拠は、「細胞分裂が

取した時点で、半減期、体内分布を考慮し

盛んなほど、未熟な細胞ほど放射線に弱
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い」というベルゴニー・トリボンドーの法

メージは子供のほうが大きいであろうが、

則（1906 年）であろう。これは、雄の

低線量では差がない、あるいは、むしろ子

ラットの生殖細胞にラジウム由来のガンマ

供のほうが修復能力は高いと考えられる。

線を照射したところ、精原細胞→精母細胞

被ばく線量と年齢と発がん死に関する

→精細胞→精子の順に分化が進むほど障害

データは、原爆被爆時の年齢とがん死亡の

が軽減することを示したもので、あくまで

関係を示したもの以外には、信頼できるも

細胞レベルの話である。

のはないと言っていい。表 2 をみると、

がん細胞は細胞分裂が盛んで、分化度が

1,000mSv を 超 え る と、 男 児 3.8 倍、

低い場合が多いので、多くのがんは放射線

女児 4.5 倍の死亡率になり、子供への影

の影響をより強く受ける。さらに、がん細

響が大きいが、500mSv 以下の線量であ

胞は放射線のダメージに対して修復能力が

れ ば、 差 が ない6）。 少 な く 見 て も

低い。だから放射線治療はがんに効くとい

100mSv 以下の線量が問題になるとは思

うことで、放射線治療の基礎になっている

えず、福島のような低線量被ばくで小児の

法則である。しかし、このことが子供に当

発がんが増えるとは思えない。

てはまるわけではない。この法則から類推
して子供ががんに弱いというのは、間違っ

チェルノブイリの小児甲状腺がん

ている。子供でも DNA 損傷修復能力があ

小児における、被ばくからの発がんとい

り、アポトーシス（生理学的細胞死）や免

えば、チェルノブイリの小児甲状腺がんが

疫機構は大人より健全である。高線量のダ

常に問題になる。ここで、チェルノブイリ

表2

原爆被爆時の年齢とがん死亡の相対リスク
男

性

女

性

被爆時

5－500mSv

0.5－1Sv

1－4Sv

5－500mSv

0.5－1Sv

1－4Sv

0～9 歳

0.96

1.10

3.80

1.12

2.87

4.46

10～19 歳

1.14

1.48

2.07

1.01

1.61

2.91

20～29 歳

0.91

1.57

1.37

1.15

1.32

2.30

30～39 歳

1.00

1.14

1.31

1.14

1.21

1.84

40～49 歳

0.99

1.21

1.20

1.05

1.35

1.56

50 歳以上

1.08

1.17

1.33

1.18

1.68

2.03

出典：文献 6
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は福島と違い、小児に甲状腺がんが発症し

ウ素 131 の大量取り込みがあり、高いし

た理由を述べる。チェルノブイリの事故

きい値を超える高線量被ばくを受けた子供

後、18 歳未満の小児 6,848 人に甲状腺

だけに発がんしたと考えられる。

が ん が 発 症 し、15 人 が 死 亡 し た
（99.8％が治癒している）。チェルノブイ

18

福島における長期低線量被ばくの影響

リにおけるヨウ素 131 の放出量は福島の

ICRP は慢性被ばくの発がんリスクは急

10 倍以上であった。この地方は内陸部の

性被ばくの 2 分の 1 としているが、実際

ため慢性のヨウ素不足の状態にあり、流通

に証明されているわけではない。動物実験

規制、食品の摂取制限が行われないまま、

では 2 分の 1 から 10 分の 1 という結果

事故後も、放射性ヨウ素入り牛乳が飲まれ

であったことを踏まえて、安全側に立って

続けた。大人も子供も飲んだであろうが、

2 分の 1 としているのである。したがっ

小児だけに甲状腺がんが増えた。

て、福島のような長期低線量被ばくの影響

ま ず、 発 が ん は 事 故 の と き 0～5 歳

がどうなるのか、明らかになっていない。

だった小児に集中している。子供は大人よ

年単位の長期被ばくでは動物実験もできな

り多く牛乳を飲んだであろうが、0～5 歳

い。本来、最も参考になるべきなのは、

児ではヨウ素の甲状腺への取り込みが多く

チェルノブイリ事故後の周辺の状況である

なることが大きな原因と考えられる。次に

が、ここには被ばく線量に関して正確な

前述のごとく、1,000mSv 以上の高線量

データはない。ただ、小児甲状腺がん以外

であれば、小児では大人に比べて発がんリ

には認知された傷害はなく、膀胱がん云々

ス ク が 高 い。 多 く の 小 児 に お い て

の説も国際的には認められていない。放射

1,000mSv 以上の高線量の甲状腺被ばく

性物質の放出量 10 倍以上のチェルノブ

があったから、子供の発がんが多くなった

イリでも、起こるべくして起こった小児甲

のであろう。さらに、ヨウ素 131 の被ば

状腺がん以外には、明らかな影響がなかっ

くとは、長期ではないが慢性の、局所の被

たともいえる。チェルノブイリと比べてみ

ばくである。前述のごとく放射線による局

れば、今後の福島でがんが増える可能性は

所発がんのしきい値はかなり高い。大人も

ないといえる。

牛乳を飲んだが、高いしきい値を超えな

長期低線量被ばくといえば、放射線作業

かったため発がんしなかったと推測する。

従事者の被ばくがこれに当たる。英国の放

まとめると、乳幼児を中心に甲状腺へのヨ

射線作業者約 17.5 万人のデータでは、
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がん死、全原因死亡とも、所属する社会階

続的な運動があるが、軽い運動で活性酸素

層の影響を修正した後、16～19％の死

が増え、生体反応として活性酸素処理能力

亡率減少がみられている（表 3）7）が、論

が向上し、がん予防になるのであるが、継

文の著者は、放射線作業従事者は平均以上

続しなければ効果は乏しい。低線量放射線

の健康状態であったためと考察している。

の慢性的な被ばくでも、習慣的な軽い運動
と同様のことが起こり得ると考えれば理解

放射線ホルミシスを考える

しやすい。

放射線ホルミシス（低線量で刺激される

発がんの誘因となる活性酸素は、通常の

生物活性）はまだ科学的に証明されている

生活においても、1 日 10 億個ぐらい発

とは言えないが、ホルミシスを示唆する多

生し、抗酸化能力を上回って DNA に数

くのデータがある。まず、放射線適応応答

十万個の傷を与える。損傷修復機構が働い

は細胞レベル、動物実験の両方で証明され

て傷は修復されるが、不完全なものもあ

ている。これは、たとえば軽く放射線を照

り、また細胞分裂時の DNA 複製エラーも

射しておくと、致死量の放射線にも耐えら

あって、突然変異が蓄積する。生体はアポ

れることなどで、活性酸素処理能力が向上

トーシスによって対抗するが、限界がある

するためであることもわかっている。ただ

ため毎日何千個もがんができている。しか

し、これは一過性の現象であって、時間が

し免疫細胞ががん細胞を駆逐するためがん

経てば元に戻ってしまう。がんになりにく

にならない。発がん機序から考えても低線

いというためには、持続的に放射線を浴び

量放射線の影響はわずかで、1,000mSv

る必要がある。また、ホルミシスには、ほ

で DNA 損傷は約 2,000 個と言われてい

どほどの線量が必要であることが動物実験

るから、100mSv 以下では自然に起きる

で示されている。がん予防のひとつに、継

ＤＮＡ損傷の変動幅以内である。このよう

表3

英国における放射線作業者の死亡率調査

全原因死亡
26,731（予測 33,014）

SMR

社会調整後

81％

84％

84％

82％

がん死亡
8,107（予測 9,666）

対象：174,541 人 平均累積線量：24.9mSv（100mSv 以上が 10,504 人）
SMR は非被ばく群との比率、出典：文献 7
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な発がん機序と生体防御機構のなかで、慢

信頼性のあるホルミシスデータ

性の微量放射線被ばくでは、抗酸化機能の

ホルミシスによって人のがん死亡が減る

増強、DNA 損傷修復の増強、突然変異に

かどうか、科学的な証明は難しいので、信

対するアポトーシスの活性化、免疫系の機

頼性のあるデータをいくつか以下に挙げて

能増強が生じると考えられている。このよ

おくに止めたい。あとは、これらのデータ

うな生体防御機構の活性化が起これば発が

を見た人がどう考えるかである。私自身は

ん抑制効果が働いてもおかしくない。

放射線科医として 40 年被ばくしてきた

生体防御機構の活性化を証明する動物実
験結果は少なからずあるが、ヒトでのデー

こともあるが、放射線ホルミシスを信じて
いる9）。

タは多くない。岡山大学の山岡らは、三朝

1）1920 年以前に調査された放射線

温泉地区のラドン濃度の高いところの住民

科医 339 名は年間約 1,000mSv も被ば

は、活性酸素処理能、アポトーシスが活性

くし、一般臨床医に比べて 1.75 倍もが

化していること、一定時間、高ラドン室に

ん死亡が多かった。その後、放射線科医の

はいることによって、一時的にせよ、免疫

被 ば く は 減 り、1955 年 以 降、 年 間 約

機能が高くなることが証明されている。ま

5mSv ま で 減 っ た 結 果、 放 射 線 科 医

た、医師のなかでも最も職業被ばくの多い

1,352 人のがん死亡率は一般臨床医に比

グループである心臓カテーテル治療医を調

べて 29％、がん以外の死亡率も 36％少

べたところ、活性酸素の指標である血中

なくなった。この研究は、LNT 説を妥当

H2O2 濃度が 3 倍上昇していた。しかし

とし放射線科医は早く死ぬと考えたグルー

一方、活性酸素処理物質であるグルタチオ

プによって行われたので、彼らにとっては

ンが 2 倍上昇、リンパ球のカスパーゼ－

意外な結果だったろう。その意味で信頼で

3（突然変異細胞を自爆へ誘導する）の発

きるデータだが、残念ながら数が少ない。

現亢進が認められた。つまり、継続的な被

2）ジョンズホプキンス大学公衆衛生学

ばくにより放射線に拮抗する変化（生体防

のマタノスキー教授の調査によると、米国

御能力の向上）が細胞内で起きていたこと

の原子力空母や原子力潜水艦で修理作業を

になる 。こういった研究によって、将

した造船工 27,872 人（被ばく線量：平

来、放射線ホルミシスの解明が進むことが

均 7.6mSv/ 年、 中 央 値 2.8mSv/ 年 ）

期待される。

と被ばくしていない造船工 32,510 人を

8）

比べた結果、原子力船作業者のほうががん

20
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死 亡 率 は 15 ％ 低 く、 全 原 因 死 亡 率 も

放射線ホルミシスは科学的に証明されて

24％低かった。このデータは、同じ仕事

いるとは言えないが、数多くの傍証があ

の多人数の比較で、統計学的な有意差がで

る。また、ホルミシスにはほどほどの線量

ているので、大変価値ある研究である。

が必要であることも、動物実験では示され

3）ヨーロッパ 7 カ国 19,184 人の定

ている。今後、福島でも一部の比較的被ば

期航空便パイロット（男性）のデータもあ

くの多い人にはホルミシス効果がみられる

る。パイロットは年間 2～5mSv の宇宙

かもしれないが、多くの人にとって、ホル

線を余分に浴びるが、がん死亡も全原因死

ミシスを期待できるほどの線量ではない。

も一般人より有意に少ない。これだけなら
健康労働者効果でかたづけられてしまう

文

が、同じパイロットの中でも累積線量の多

1）Koana, T. et al.: Radiation Research
167, 217 (2007)
2）Koana, T. et al.: Radiation Research
174, 46 (2010)
3）A rai T, et al.: Cancer 67, 398-405
(1991)
4）R ubino C, et al.: Br J Cancer 89,
840-846 (2003)
5）T ubiana, M, et al.: Health Physics
100, 296 (2011)
6）Preston, D.L. et al.: Radiat. Res. 168,
1 (2007)
7）Muirhead C.R. et al.: British Journal of
Cancer 100, 206 (2009)
8）R usso G.L, et al: European Heart
Journal 33, 408 (2012)
9）中 村仁信：低量放射線は怖くない、遊タイ
ム出版（2012）

いグループ（25mSv 以上）のがん死亡
率（40％減）、全原因死亡率（54％減）
が 最 も 低 く、0～4.9mSv の グ ル ー プ に
比べて有意に低下していた。

おわりに
放射線の被ばくは、急性であるほど、ま
た局所より全身に浴びるほど、人体への影
響が強くなる。急性、全身被ばくの原爆被
爆 に お い て さ え、 白 血 病 の 発 生 に は
200mSv というしきい値がある。この事

献

実を常に念頭において考える必要がある。
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放射線について市民は何を知りたいのか、
どう伝えればよいのか
木下冨雄＊
要 旨：今回の原発事故に伴う放射線被ばくの問題は、社会に大きな衝撃を
もたらした。その最大の原因の 1 つは、放射線に関する正確な情報が市民
に十分伝わらなかったことである。その責任は、情報を伝える側である政
治・行政・企業、専門家、マスコミとともに、情報を受け取る市民側にもあ
る。

はじめに

もと高くない。彼らの日常生活において

今回の原発事故に伴う放射線被ばくの問

は、放射線の知識はそれほど必要でなかっ

題は、社会に大きな衝撃をもたらした。そ

たからである。もしあったとすれば、健康

の最大の原因は、想定を超えた大地震や津

診断における X 線の撮影程度であろう

波と、それによって引き起こされた原発事

か。もちろん記憶の原点には広島・長崎の

故であることはいうまでもない。だがその

原爆体験があるが、これは自然科学に基づ

ような物理的理由とともに大きな原因と

く知識というよりも、世界唯一の被爆国と

なったのが、放射線に関する正確な情報が

いった社会科学からの知識である。

市民に十分伝わらなかったことである。そ

事実、内閣府（1984）の調査による

してその責任は、情報を伝える側である政

と1）、胸部 X 線に関しては被ばく線量を

治・行政・企業、専門家、マスコミととも

知っていると答えた者が全体の 40％程い

に、情報を受け取る市民側にもある。今回

るが、原発のサイトで管理されている線量

の小論では、この問題を私自身のリスクコ

を知っているものは僅かに 13％、自然放

ミュニケーション経験をもとに考えてみる

射線の線量を知っているものはこれも

ことにしたい。

14％に過ぎなかった。この調査の時点で
は線量の単位を知っているものはほとんど

Ⅰ．放射線に対する市民の知識と関心
放射線に対する市民の知識や関心はもと

無かっただろうから、線量を知っていると
答えた者も、その実質的な中味は極めて怪

（公財）国際高等研究所フェロー、京都大学名誉教授（社会心理学、リスク学）

＊
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しいと言わざるを得ないだろう。なおこの

どの業界でも分かりにくいが、放射線分野

データを見ると、性別では男性より女性の

で通じ難い用語はしきい値、曝露評価、線

方が、年齢別では 60 才以上のものに知

量率効果と線量当量限度、確率的影響と非

識の低い者が多いことが分かる。

確率的影響、個人リスクと集団リスク、

このようにほとんど放射線に関して知識

プール解析など。

も関心もなかったところへ、突然降って湧

これらの用語を業界内で用いることは問

いたのが今回の事件である。連日、政治・

題ないが、市民に伝えるときは工夫を必要

行政・マスコミが流す大量の放射線関連情

とする。たとえば平易な言葉に置き換える

報に、市民がどれほど驚き、戸惑い、不安

とか、市民向けの解説書やパンフを用意す

を感じたかは想像に難くない。その原因を

るとかである2）。この場合重要なのは市民

日ごろの勉強不足として市民の責任に帰す

の目線で平易化を図ることであり、たとえ

ことも可能だが、より罪が深いのは、難解

ば菖蒲 他（2010）は、原子力に関する

で矛盾を含む情報を無批判に流して市民を

専門用語を 59 語選び、その認知度や理

大混乱に陥らせた、政治・行政・マスコミ

解度を、市民を対象とする意識調査によっ

側であるといってよいだろう。

てまず明らかにした3）。その上で明快性や
簡潔性を重視した言い換え用語を作成し、

Ⅱ．理解できない放射線用語

それをさらにグループインタービューに

上に述べたように市民は放射線に関して

よって見直しをするという段取りを踏んで

ほとんど知識を持たないが、まず分からな

平易化を行った。このような試みを、放射

いのがこの業界の専門用語である。これま

線プロパーの用語に関しても行うべきでは

での市民との対話の中で通じなかった専門

ないか。

用 語 を 思 い つ く ま ま に 記 す と、（1） 単
位：Gy、Bq、Sv の意味と相互の関係が
分 か ら な い。 ま た mSv、μSv の 倍 数 関

Ⅲ．もっとも分からないのは科学的認識の
手法

係と、その分母となる単位が分からない。

専門用語が分かり難いのは上に述べた通

（2） 外 来 語：ICRP、UNSCEAR と い っ

りであるが、市民がもっと分からないの

た 組 織 名、dose-response、LNT、

は、放射線影響に関する考え方の論理、方

whole-body counter といった専門的英

法論、その背後にある科学的認識の仕組み

語も分からない。（3）専門語：専門語は

である。これを分かり易く説明するのは本
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当に難しい。これまでの経験で市民が分か

るのが「安全・安心」という言葉である。

りにくいと感じたのは、低レベルの放射線

この言葉が流行しだした背景や問題点につ

影響に関する評価の仕組み、非確率的影響

いては既に述べたので5、6）、詳しい話しは

と確率的影響の違い、疫学調査による因果

省略するが、安全と危険、安心と不安とい

推定の限界、内部被ばくにおける各種の生

う二値論理で物事を判断する思考方式は、

体処理メカニズム、リスク分析におけるリ

およそ確率論にそぐわないのではないか。

スク測定とリスク評価の違い、ICRP のク

それに加えて安全と危険が論理的に非対称

ライテリアの意味などであろうか。

の構造にあること、何よりも安全という概

この難しさの背後には、因果推定の前提

念を evidence-based に定義することの

条件、統制群を用いる意味、サンプル数が

困難さを考えれば、この言葉を学問の世界

少ないときの統計的処理の限界、などと

で用いてはならないことが容易に理解され

いった科学的認識の手法に関する知識不足

よう。安全・安心は、耳障りがよいプロパ

があるのだが、何よりも問題と感じたの

ガンダ用語に過ぎなのである。放射線影響

は、確率という概念そのものの知識不足で

を語るとき、この安全・安心という言葉に

ある。事実、私たちが過去に行った調査

邪魔されてどれほど迷惑したか、思い出す

データによると4）、確率の意味を正しく理

だけでも腹立たしい。

解しているものは、日本人成人のうち僅か

ともあれこのような経験を踏まえると、

44～31％に過ぎなかった。リスクとい

市民に放射線影響の問題を理解して貰うに

う概念が確率的発想を下敷きにしている以

は、直接的な放射線リタラシーのレベル向

上、確率概念が理解できなければリスクが

上だけではなく、それ以前の、サイエン

理解できないのは当然であろう。したがっ

ス・リタラシーのレベル向上が必須ではな

て、この確率概念をいかにして市民に理解

いかと感じる。

して貰えるかが、喫緊の問題といえるので
はないか。ただ私が今春、日本統計学会の

Ⅳ．放射線を必要以上に怖がるのはなぜか

シンポに招待された時、この問題を提起し

今回の放射線被ばくに対する市民の態度

たのだが、統計の専門家たちも確率概念学

や行動を観察すると、必要以上に過敏な反

習法の良い技術を持たないという答えで

応を示す方が少なくないことに気づく。確

あった。

かに放射線の線量が高ければ危険であるか

リスク概念に代わって世間に流通してい

24
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とは自然であり極めて合理的な行動であ

では広島・長崎の原爆トラウマである。こ

る。しかし線量がバックグラウンドとそれ

のトラウマは、ふだんは人びとの潜在意識

ほど変わらないのに、パニック的な逃避を

の中に眠っているが、今回のような事件が

するのはかえって危険であろう。良くいわ

発生すると活性化して、市民の不安心を駆

れるように、危険に対しては「正しく怖が

り立てることになる。

る」必要があるのである。だが心理学的に
見た場合、このような非合理的な行動を起
こすにはそれなりの理由が存在する。それ
は客観的なリスクと主観的なリスクのずれ
の問題である。

Ⅴ．市民は本当に放射線情報を欲しがるの
か
市民に接していると、一方では情報を希
求する人が沢山いるのに、片方では情報を

これまでに行われたリスク認知の研究を

欲しがらない人、それどころか情報から逃

見ると、対象となる事件や災害の特性が直

げ出そうとする人がいることに気づく。時

接目に見えないとき、ベネフィットが明ら

には「ウソでも良いから安全だといってく

かでないとき、統制が不可能であるとき、

れ」「私はどうしたらよいでしょう」と懇

自分が受動的に被害を受けるとき、子供に

願されて戸惑うことも少なくない。市民は

影響が強いとき、晩発効果があるときなど

本当にどこまで情報を欲しがっているのだ

に、過大視される傾向があるという7）。そ

ろうか８）。「何も知らぬはもっとも幸福」

して放射線リスクは、まさにこのような性

と語ったギリシャの先哲の言葉が何やら意

質を持っているのである。放射線リスクを

味ありげに響く。

市民が必要以上に怖がるのは、かかるリス

どうやら人間にはいろいろのタイプがあ

ク認知のバイアスが人びとを掩っているか

るようで、自分で判断して物事を決定する

らといえよう。このことは、自動車による

のに慣れていない人は、問題が出現すると

交通事故死が年間五千人に及ぶ高リスクで

自ら向き合うことを怖れて、場面から逃避

あるにも拘わらず、主観的にはそれほど不

するか、もしくは他者に縋る傾向があるら

安を感じていないことと比較すれば理解し

しい。ことに決定事項が自分にとって重い

やすい。

場合、この傾向は強くなる。告知を受ける

このようなリスク認知のバイアスに加え

がん患者の心境と類似しているかも知れな

て、市民の心に暗い影を落としているのが

い。これはまた心理学でいう「選択的知

西欧ではチェルノブイリの原発事故、日本

覚」、つまり自分にとって望ましい情報を
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選択的に受容するメカニズムとも言える

思考様式を理解して、取り敢えずそれに合

が、市民が欲しいのは正確な科学情報では

わせた議論展開に持って行く技術であろ

なくて、安心なのかも知れないと思うこと

う。いわば相手に寄り添ったコミュニケー

がある。

ションともいえるわけで、実はこれは臨床
医やカウンセラーの基礎技術なのである。

Ⅵ．市民にどのような情報を提供するか

ところが放射線の専門家は臨床医の心得

上に述べたように市民にもいろいろな価

を忘れて、とかく研究者の構えで市民に接

値観や性格の持ち主がいるから、「人を見

してしまうことが多い。結果として市民と

て法を説け」といわれても、個人単位にま

のコミュニケーションは学会の論争のよう

で差別化することは現実的には難しい。こ

になったり、教師が生徒を諭すような口調

とに送り手側のコスト（人手や時間）を考

になってしまう。それと関係して放射線の

えた場合、過度のセグメンテーションは実

専門家は、知識の乏しすぎる市民を前にす

行不能といえよう。ただ私は、情報を欲し

ると教師根性が剥き出しになり、あれもこ

がらない人や逃げたがる人に対しても、

れもと情報を大量に送り込もうとする。専

evidence-based の立場から情報を届け

門家は善意でその行為をするわけだが、市

るのが基本だと信じている。もちろんそれ

民は欲しくもない情報を押しつけられるわ

は市民に理解される形でという前提の元で

けで、結果として認知的オーバーフローに

はある。そして理解される形というのは、

なって混乱したり、説得と感じて反撥する

単に平易な表現という意味ではなく、市民

ことになる。善意が裏目に出ることもある

の日常生活の思考様式、ないし認知スタイ

のである。

ルにそった形でということである。
たとえば市民の中には、「放射線＝原爆

26

Ⅶ．誰がコミュニケーターになるか

＝殺人兵器＝危険」とでもいうべき、単純

通常のリスクコミュニケーションは、訓

な等号で結んだ思考様式を持つものが結構

練を受けたコミュニケーションの専門家が

存在する。この場合、彼らのお粗末な思考

担うことが多い。しかし放射線のように専

様式を指摘して切り捨てるのは容易いが、

門性が高い分野のコミュニケーションは、

それではリスクコミュニケーションは成立

文系のコミュニケーターには荷が重すぎる

せず、相手とそれ以上共考することは難し

感がある。だが主役であるはずの放射線の

い。そのようなときに必要なのが、相手の

専門家には口べたの者も多く、折角の専門
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性が上手く発揮できないことも少なくな

ら、素人考えで良かれと思うところへ相談

い。ではどうするか。

に出かけることが少なくない。よく聞かさ

（1）放射線専門家に委ねる場合：放射

れる誤解の 1 つは、妊娠している女性が

線の専門家といっても分野がいろいろある

胎児被ばくの相談を産婦人科に持ち込むと

わけで、たとえば放射線生物学の専門家と

いう例である。医学的に見ればお門違いで

放射線治療の専門家、それに放射線管理や

あるが、素人からすれば胎児のことは何で

食品汚染、土壌汚染の専門家は得意とする

も産婦人科と考えるわけで、一概に責める

対象がかなり異なる。したがって市民を対

わけにはいかないだろう。1 つのやり方

象にリスコミを実施する場合、市民の聞き

は、病院の受付窓口付近に「放射線影響に

たいことが事前に分かっていないとミス

ついてのご相談はどこどこへ」といったポ

マッチになって、市民を失望させたり信用

スターを貼るとか、町内会の回覧板で告知

を失ったりする原因となる。それを防ぐた

するとか、TV の CM で同様の情報を流す

めにはテーマを最初から絞って集会を開催

というものであろう。つまり的確に正しい

するとか、専門分野を異にする講師を複数

相談先に行き当たる、「情報検索」の技術

用意して対応するとか、何らかの事前対策

を市民に教えることがまず必要ではない

を必要とする。また専門家が口べたな場合

か。

それを克服する 1 つのやり方は、コミュ

（2）一般の開業医の協力を仰ぐ場合：

ニケーションのプロとタッグを組むことで

では放射線の専門家が周囲に見つからない

ある。コミュニケーションのプロが全体の

場合にどうするか。私が一番有効だと思う

進行を司り、専門的な質問に対する回答は

のは一般開業医の協力を仰ぐことである。

個々の担当者に振り分けるという手法とい

彼らは全て放射線専門医ではないからその

えよう。その場合、コミュニケーションの

知識には限界があるが、医学の専門家とい

プロも放射線に関する最小限の知識を持っ

う意味で素人とは最初から知識レベルが違

ていないと事態は混乱する。

う。それに医師は市民から絶大な信頼を得

だが問題なのは専門家がイニシャティブ

ているから、その信頼をリスクコミュニ

を取って市民に伝える形式ではなく、市民

ケーション（リスコミ）に使わない手はな

が自発的に専門家に相談に出かける場合の

い。そのために一般の医師の再教育が必要

選択のさせ方である。市民は当然ながら上

なわけで、事実各地では、医師会が主催し

記のような専門分野の区分を知らないか

て放射線影響に関する講習会が実施されて
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いる。このような再教育はさらに拡大が可

はなり得ない。しかし専門家の情報を市民

能で、その範囲を看護師や保健師たちに広

に媒介する間接的なコミュニケーターとし

げる試みもすでに始まっている。看護師や

ては、最大、最高の潜在能力を持っている

保健師さんたちは概ね活発で対人関係を作

といえよう。ただ専門家集団が多様であっ

ることが上手だから、市民に対して積極的

たように、マスコミも実は多様なのであ

に対応してくれる。

る。つまりマスコミと一口にいってもテレ

気をつけなければいけないのは、このよ

ビ、新聞、雑誌など、媒体によってその価

うな再教育を行わないまま一般医師が誤っ

値観や手法やビジネスモデルはかなり異な

たリスコミをしてしまうことで、なまじ医

る。さらに同種のメディアの中にも、会社

師に信頼がある部分、誤ったリスク情報が

によってイデオロギー的な温度差が存在す

「医師のお墨付き」情報という形で流布し

ることは周知の通りだし、個々の会社でも

てしまう。この実例はすでに報告されてい

社会部と科学部では専門知識や興味の持ち

る。その意味で医師は最強のリスクコミュ

方が相当に違う。当然ながら社会部は、科

ニケーターとなりうる可能性と、最悪のコ

学的真実よりも事件性や庶民の視点から記

ミュニケーターとなる可能性を秘めている

事を作りたがる。だがこれは良いか悪いか

といえようか。なお最近になって、新しい

の問題ではない。マスコミの組織特性なの

専門家養成の試みが国の主導で始まってい

である。

る。中心となっているのは放射線医学総合

そのことを知らない専門家は、マスコミ

研究所であるが、被災地を中心に地域のリ

はウソをつくとか、説明したことをねじ曲

スコミを担うリーダーの養成を今秋から開

げるとか非難することが多いが、これはマ

始した。応募してきたのは地域自治体の推

スコミだけの責任だけではなく、専門家の

薦による医師、看護師、保健師、自治体の

伝え方の拙さも関係しているのである。も

担当職員、高校の理科教師などである。指

ちろん数ある報道の中には、昨年暮れの某

導するのは放医研の専門家と共に環境省の

番組のように捏造と呼ばれても仕方がない

専門家、外部からのリスコミ専門家であ

ものもあるが、多くのメディアは真実を伝

る。

えるべく努力していると信じたい。そうだ

（3）マスコミの協力を仰ぐ場合：マス

とすれば専門家とマスコミの関係を改善す

コミは放射線の専門家ではないから、放射

ればよいわけで、それを実行しているのが

線情報を直接発信するコミュニケーターに

がんセンターである。がんセンターは最新
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のがん情報を集まったマスコミの人たちに

保されていることがこれまでの社会心理学

伝えたり、マスコミが報道した関係記事の

の研究で判明している。とすれば候補に挙

論評を行ったりする。だが一番大切なの

がるのは学術会議、専門学会などである

は、彼らがマスコミを抱き込んだり、教育

が、これらの組織には事業を継続的に維持

をしてやるといった上からの目線ではな

するもう一つの条件であるカネとヒトがな

く、「科学的真実を正しく国民に伝えると

い。やはりこれには別の専門機関が必要な

いう目的に関しては、専門家もマスコミも

のである。

同じ目標を持っているのではないか」とい

電離放射線の分野では残念ながらそのよ

う基本方針を両者が共有していることであ

うな組織はないが、非電離の世界では組織

る。このような試みを全国各地で、さまざ

がすでに存在する。EU の MF-NET をモ

まなレベルで実施したらよいのではないか

デルとして、2008 年に設立された電磁

と思う。

界情報センターがそれである。この組織は

（4）第三者組織によるコミュニケー

もともと経済産業省の委員会の答申によっ

ション：放射線影響に関するコミュニケー

て作られたものであり、電力業界が協力し

ションは専門家が実施するのが適当だと先

ている。しかしセンターの透明性と中立性

に述べたが、ここで専門家というのは、通

を担保するために数々の注意が払われてお

常、大学、研究所、行政組織に所属する人

り、その下部組織として、第三者からなる

たちである。ということは、彼らはもとも

運営委員会が常に活動をチェックしてい

と研究者であって、市民に情報を発信する

る。またアドバイザリーボードには日本中

のは本来の業務ではないことを意味する。

の優れた研究者が参加して、evidence-

したがって市民サービスが小規模である間

based な活動を支援している。センター

はなんとかサービスを維持できるが、その

の活動内容は、電磁界の健康リスクに関す

需要が拡大してくるとオーバーフローして

る世界中の論文や資料の収集、そのデータ

お手上げ状態になる。そのための予算も人

ベース化、不安や疑問を持つ市民からの質

も時間も無いのである。このようなときに

問に対する回答、市民とのワークショップ

必要なのが第三者組織である。つまり放射

やシンポの開催（パネラーの中に市民団体

線情報を発信する専門組織である。当然そ

が入ることも多い）、メルマガの配信、測

の組織は市民から信頼されている必要があ

定器の貸し出し、個別問題への相談やアド

るが、信頼性は専門性と公正性によって担

バイス、誤った報道をしたマスコミに対す
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る訂正申し入れなど、多岐にわたってい

文

る。このような第三者組織を原子力、ない

1）内 閣総理大臣官房広報室：原子力に関する
世論調査（1984）
2）日 本保健物理学会企画委員会：放射線の人
体への影響 改訂四版（1988）
3）菖蒲信博 他：原子力専門用語を分かり易く
言 い 換 え る 検 討、JAEA-Review
2009-2043（2010）
4）科 学技術庁科学技術政策研究所：日・米・
欧における科学技術に対する社会意識に関

し放射線関係に関しても設立する必要性を
私も前から主張してきたが、そのニーズは
現在一層高まっているのではないか。

おわりに
以上、放射線影響を語るコミュニケー
ターに関していくつかの可能性を述べた
が、それら全てに通底して必要な条件は
「信頼性」である。これがなければ、いか
に形式を整えたとしてもコミュニケーショ
ンはかならず失敗する。そして信頼性は繰
り返しになるが、専門性と公正性によって
担保されているのである。放射線の専門家
が口べたであるとか、汗を拭いながらたど
たどしく話すといった悪口はそれほど気に
する必要はない。市民はその裏側に透けて
見える「信頼できる人」という人柄を見て
いるのである。
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マスコミから見た放射能問題
室山哲也＊
要 旨：東日本大震災による福島第一原発事故は、日本にあらゆる側面の混
乱を引き起こした。その中の一つに「放射性物質の人体への影響」を巡る混
乱があった。原因は「事故は起きない」という原子力安全神話にさかのぼる
が、それに加えて、分かりにくい科学的事実をどのように伝えるべきかとい
う「科学コミュニケーション」の不足があったように思う。そしてこの「科
学コミュニケーションの不足」は行政、専門家、そしてマスコミの対応不足、
力不足に大きく起因している。この論考では、主にマスコミの側面からその
問題点や今後の課題を探りたい。しかし、もとより「マスコミ」と言っても
幅が広く多様で、この意見は一テレビマンの個人的なものだという前提でお
話ししたい。

Ⅰ．混乱の中で行われた原発報道
今回の原発事故の報道は、尋常ならざる
状況下で行われた。2011 年 3 月 11 日

力供給など「エネルギー」のあり方にも飛
び火し、描かれる波紋はますます複雑なも
のとなっている。

に発生した東日本大震災以降、NHK で、
3 月中に行われた関連ニュースや番組の

Ⅱ．放送への批判

総放送時間は 400 時間を超え、地震、津

原発事故を巡る国民の不安や心配によっ

波、そして原発事故による被害の拡大との

て、放送へのさまざまな注文や批判が出

格闘だった。原発事故による放射能汚染問

た。個人的に感じたものを列挙してみよ

題は、そのような複雑な巨大災害に絡む形

う。

で進行していった。NHK はチームを割り

（1）「直ちに影響はない」報道への批

振り、それぞれの状況に対応し、字幕放送

判：ある朝の NHK の情報番組のタイトル

や外国語副音声、インターネットとの連動

に「放射線、こんなに怖いのにやっぱりわ

など複合的な放送を展開したが、「地震津

からない」というのがあった。このタイト

波災害」「原発事故」「放射能の影響」の三

ルは、当時市民が原発事故による放射能問

つどもえの中で、前代未聞の複雑かつ多面

題をどのように感じているかを、端的に示

的な放送業務となった。その後、課題は電

していた。放射線の人体への影響は「直線

＊

NHK 解説委員（科学技術、科学教育）
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仮説」（LNT）による説明が一般的だが、

た。原発事故後マスコミに登場する専門家

100 ミリシーベルト以下の低線量被ばく

が「問題ない」「心配ない」と繰り返す

や内部被ばくについては、わからないこと

中、事態はさらに深刻化していった。マス

が多く、人体への影響は十分には判別でき

コミはかつての大本営発表のように、入手

ないとされる。しかしその状況を踏まえて

した情報を制限して、都合のいい情報だけ

も、放射線被ばくは限りなく 0 にするの

報道しているのではないか？

が望ましく、除染などの努力が必要ともい

原発事故の本当の姿を伝えていないのでは

う。

ないか？

ここで、まず市民は混乱する。一体放射

いやわざと伝えないようにして

いるのではないか？という市民の不信感

能の中での生活はどこまで安全なのか？

は、やがて「科学報道」「科学（者）」その

食品の汚染などでいわれる「直ちに影響が

ものへの不信感にもつながっていった側面

ない」とはどういうことなのか？

がある。

いということなのか？

心配な

そのうち危険だと

（3）住民から遠ざかるマスコミ：原発

「危険なのか」「安全

報道を続けているうちに「マスコミは汚染

なのか」一体どちらなのかということであ

地帯からなぜ逃げるのか？」という批判が

る。科学的には二者択一で考えることこそ

出た。今回の事故では、例えば「屋内退避

問題で、「リスク」を正しく理解していな

区域」のように、一定の放射能汚染地帯で

いということになるだろうが、行動は具体

住民が暮らし続ける地域があるにもかかわ

的で、はっきりした結論や指示を求めてく

らず、マスコミはその区域での十分な報道

る心情は痛い程理解できる。このような曖

を避け、逃げているのではないかという批

昧な情報の中で、「放射線の人体への影響」

判である。マスコミ各社は、汚染地帯での

を危険視する専門家の意見が出たりする

取材では、一定の内規を持ち、取材制限や

と、ますます不安は増大し、不信感が拡大

ローテーションを決めているところがほと

するという結果につながっていったのであ

んどである。一定の被ばく量に達したら取

る。

材を打ち切り帰社させ、新たな記者が取材

いうことなのか？
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マスコミは

（2）報道は情報を隠しているのではな

に入るというシステムをとっているところ

いか：「直ちに影響がない」報道以降、報

が多い。しかし、住民から見たら、同じ人

道は東京電力や政府と結託して「情報操作

間が住んでいる場所なのに、マスコミがそ

をしている」のではないかという批判が出

れをさけ、逃げているように見える。「一
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体マスコミは住民の味方なのか？」という

げる仕事をする。その点では、種をまき育

不信感につながっていく構図となる。

て、実を刈り取る農耕民族に似ているかも

以上 3 つの批判をあげたが、まだある

しれない。もちろん 2 つの人種の間に位

かもしれない。また私の分析と違う意見も

置 す る 仕 事 も 多 く あ る が、「 記 者 」 と

あるかもしれない。しかし、いずれにして

「ディレクター」は放送局の両輪のような

も、このような 3 つの要素が絡み合い、

関係で、いずれも重要といえる。放送局に

悪循環を起こして、事態が深刻化していっ

情報を流すためには、記者クラブだけでな

たのではなかろうかと思う。

く、もっと多面的なインプットの仕組みが
必要なのかもしれない。

Ⅲ．放送局の二つの情報ルート
ここで基礎知識を一つ。マスコミが取材

Ⅳ．報道が直面した壁とは？

する時の「情報のルート」について説明し

今回の原発事故関連報道を通じて、報道

たい。よく省庁の関係者が「情報をマスコ

に携わる者は、多くの「壁」や「課題」を

ミに流した」というが、それはマスコミ

実感した。それを整理してみよう。

（放送局）の一部（記者）にすぎず、全部

（1）「 緊 急 情 報 伝 達 シ ス テ ム 」 の 限

に流した訳ではない。NHK の場合、放送

界：最初の項で示したように、今回の災害

に携わる人種は、大雑把に言って 2 つ。

は複合的様相が強く、情報が錯綜し、その

記者とディレクターである。記者は記者ク

中で複雑でわかりにくい「原発事故による

ラブに属し、各省庁などでニュースを扱

放射能汚染」が進行していった。各マスコ

う。ディレクターは基本的には記者クラブ

ミは、緊急報道に対応する為のシステムの

には属さず、番組作りの為の取材を行い、

充実に努めてはいるが、今回の災害、とり

構成演出し、番組を通じて情報を社会に流

わけ初期の状況はあまりにも緊急的色彩が

す。よく「記者は狩猟民族」に、「ディレ

強かったように思う。通常情報は、放送の

クターは農耕民族」に例えられるが、記者

場合は、現場（1 次情報を持つ組織：今

の重要な仕事は、ニュースをいち早く察知

回は東京電力や関係政府機関）から記者に

し、正確に情報化し、速やかに社会に伝達

伝えられ、記事として編集され、放送局で

すること。これに対してディレクターは、

映像や解説が付加されて放送に至る。しか

情報を入手はするが、それを多面的に検証

し今回は、1 次情報があまりにも限られ

したり構成したりして、一つの作品に仕上

ていた。事故が拡大する原発内部で、一体
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何が起きているのかがわからず、そのあや

んどである。難解な科学的情報を伝えるに

ふやな状況の中で記事にしなければならな

は、どうしても単純化する必要がある。専

い。現場に行って確認しようにも危険で近

門家が見て十分に納得できる説明をする

づけない。取材対象となる専門家も混乱し

と、おそらく市民には「何を言っているの

ている。そのような状況下でのきびしい報

かわからなく」なり、結局情報そのものが

道が続いた。

伝わらない状況が生まれる。しかし一方

状況をさらに深刻にし、報道をスムーズ

で、わかりやすくする為に、映像や比喩を

に行えなくした根底には、「原発事故は起

まぶし、おもしろおかしく単純化すれば、

きない」という原発神話があった。過酷な

科学的事実や研究の本質が歪められ、間

原発事故を想定せず、引き続いて起きる事

違った情報伝達になってしまう。「単純化

態を想定せず、対応するマニュアルも完全

するが本質はきちんとおさえ、科学的事実

なものが出来ていなかったのだ。NHK は

の骨格を伝える」ことを目指さなければな

その後、緊急時の対応マニュアルをつくり

らないが、実際には「言うは易く行うは難

なおし、リスクに強いリモートカメラなど

し」。科学や技術が複雑化、専門化する中

対策を講じつつあるが、「緊急時の情報」

で、マスコミのおかれた科学報道の状況は

伝達システムは、マスコミのみの問題では

ますます困難かつ重要なものになってい

なく、1 次情報を提供する政府も含めた

る。

大きな視点によって作り上げる必要がある
と思う。
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（3）情報の多様化をどう図るか：メ
ディアには様々な特性がある。テレビは映

（2）専門的情報をどう伝えるか：私は

像を使う為、視覚的情報に強く、ドラマな

もともとプロデューサーで、科学番組を長

どの芸術性のある番組とともに、生中継な

く制作してきたが、専門的情報を扱う科学

どでは圧倒的な強みを持っている。新聞は

番組で最も苦労することは「正確すぎると

時間的にはテレビに遅れるが、イラストと

伝わらず、単純化しすぎるとウソになる」

ともに豊富な文字情報によって深い記事や

ということだ。マスコミには情報伝達の物

論説が可能である。そして最近発展してい

理的限界がある。新聞には紙面の大きさ、

るネットは、誰でもどこでも情報を発信で

テレビでは放送時間の制約がそれにあた

き、情報量も制限がない為、極めて多様な

る。またテレビの場合、番組を見る視聴者

情報提供が可能になるが、一方でマスコミ

は一般市民で、専門知識がない場合がほと

のような編集チェックシステムが弱く、玉

環境と健康 26（2013）

特集 / 放射線とマスメディア

石混淆の情報になりやすい危険性もある。

努力が必要だと思う。そして、真の意味で

現代社会はメディアの多様化が進み、様々

の客観的な情報を目指す必要があると思

な手法で情報が提供されているが、基本的

う。

には、市民が多様な情報を入手し、自ら判

（2）リスクをきちんと伝える：今回の

断できることが望ましい。メディアの各特

原発事故では、たとえば「放射能の影響」

性を駆使し、それぞれのメリットを融合さ

など、リスクを、市民にきちんと伝えるこ

せた、成熟した情報社会に育てていくシス

とが出来なかった。リスクが正しく把握で

テムが必要である。

きないので、かえって不安が増幅し、混乱
が拡大していったのではなかろうか。その

Ⅴ．今後どうすべきか？
では今後、何をどのようにしていったら
いいのか？私論をまとめてみよう。

視点からいえば、今後の報道は、状況が抱
えるリスクを、できるだけきちんと伝える
必要がある。

（1）「わかったこと」「わからないこ

しかし、ひとつ落とし穴がある。ただリ

と」を区別する：まずやらなければならな

スクをそのまま伝えればいいというもので

いことは、「わかっていること」と「わか

はないからだ。例えば、医師が患者に、が

らないこと」を峻別して報道することであ

ん の 告 知 や 生 存 率 を 伝 え る と き、 イ ン

る。「当然ではないか」と思われるかもし

フォームドコンセントの考え方では、客観

れないが、これが実際には難しい。なぜな

的データをそのまま伝え、あとは個人の判

ら取材者は、専門家に対して「何がどう

断をあおぐという構図になっている。しか

なっているのか」をしつこく問い、その論

し、真のインフォームドコンセントは、そ

理のフレームをクリアにしようとし、その

の情報をきちんと把握し、正しく向き合

勢いに押されて、専門家も無意識に「なん

い、判断、行動できる患者の主体性とセッ

とか説明しよう」とし、ついつい理屈付け

トでなければならない。リスクをありのま

をしてしまう傾向がある。特にテレビスタ

まに伝える時、そのリスクにどのように向

ジオのような非日常の場所ではその圧力は

き合うべきかという「知恵」も同時に提示

さらに強くなり、「わからない」と言いに

する必要があるのではないだろうか。放射

くくなる傾向がある。今後は「わかったこ

線のリスクについても、客観的なデータを

と」「わからないこと」を伝える時は、い

機械的に伝えるだけでは、「伝えた」とい

ずれもその根拠を明確にしつつ伝えていく

うただのアリバイ作りに終わるおそれがあ
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る。リスクの数字をどのように理解し、向

決着がついておらず、市民もマスコミもそ

き合うべきかといった「知恵」も同時に伝

れに翻弄される構図だ。学説の対立が正し

えなければ意味がない。

く学会で議論されず、あるいはその結果が

（3）専門的ジャーナリストの育成：日

社会に対してきちんと発信されていないと

本のマスコミの人事評価システムは、ジェ

（そのように見える）、社会もマスコミも混

ネラリスト優先の傾向がある。最近はだい

乱する。お互いの悪口をウラで言うばかり

ぶ良くなったが、それでも欧米と比べると

では、状況はますます混乱し、市民はうろ

不十分だ。例えば外国で取材活動をする

たえてしまう。学会がもっと存在感を発揮

時、 年 配 だ が、 専 門 性 が 豊 か な 優 れ た

し、わかりやすい情報の提示をする必要が

ジャーナリストによく会うことがある。彼

あるのではないだろうか。また専門家は、

らはその専門性によって大きく評価され、

市民に対して説明することが苦手で、説明

ジャーナリストとして大成している。しか

を聞いてもわかりにくい。中には「わから

し日本のマスコミ（特に大マスコミ）で

ない市民が悪い」と開き直る専門家さえい

は、スペシャリストよりもジェネラリスト

る。しかし、それは大きな間違いだ。これ

に重きが置かれ、人事的評価や待遇も良く

からの専門家は、市民に説明する言葉と能

なる傾向がある。若くして優秀な記者は、

力をきちんと持たなければならない。そし

早い段階で幹部候補となり、ジェネラリス

て真の意味でマスコミと連携して、健全な

トとなっていく。その結果、優れたスペ

情報を社会に対して発信していく必要があ

シャリストが育ちにくく、いざという時、

るのではないか。

専門的情報を熟知し、適切に対応できる体

（5）市民のリスク教育：マスコミや学

制がとりにくい。専門性に優れたジャーナ

会の改善は、市民の意識の成熟と連動して

リストを育てるシステムをきちんと作り上

いなければならない。今回の原発事故で

げていかないと、今後も同じパターンが繰

は、市民のリスクに対する認識についても

り返されることになる。

大きく考えさせられた。「原発安全神話」

（4）科学者の社会参加と学会のリー

は、ある意味、原発は絶対安全という政府

ダーシップ：責任はマスコミばかりではな

の説明と、それを求めた市民の合作だとも

い。科学者や学会の責任も大きく、多くの

いえる。もとより科学技術に絶対はなく、

課題を残している。例えば、放射線と人体

それだからこそリスクに対する認識と行動

への影響については、専門家の間の論争に

規範やルールが必要といえる。しかし、日
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本では、そういう現実的認識が欠け、一種

Ⅵ．まとめ

の「共同幻想」が形作られ、物事が進行し

現代社会はリスクに満ちている。環境問

てきた。学校教育では原発や放射能のリス

題や化学物質の汚染など、同様のパターン

クに対する教育は行われず、その結果、リ

があちこちで展開している。曖昧で、目に

スクときちんと向き合える成熟した市民が

見えにくく、将来に亘って影響が及ぶかも

育ってこなかったといえる。今後は、学校

しれないリスクに、私達はどう向き合えば

教育の中でもリスク教育を実践していく必

いいのか。市民が正しい科学的「目」を持

要がある。また、メディア情報を鵜呑みに

ち、判断し、行動しながら、専門家、政

せず、自らの思考で判断できる目を育て

府、企業、マスコミと連携し、成熟した社

る、いわゆるメディアリテラシー教育も必

会をつくることを目指すべきである。今回

要だ。

の原発事故は、不幸な事態ではあったが、
「災い転じて福となす」きっかけにしたい
と思う。

Random Scope
血液検査で複数の早期がんを簡便に検出
－新しいプレがん検診に期待

健康な人とがんである人の血液中のアミノ酸濃度のバランスの違いを統計学的に解析し、がん
であるリスク（可能性）を予測する検査が開発された。1 回の採血で複数のがんを同時に検査
でき、胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、乳がん、子宮がん、卵巣がんについて鳥取県南
部町の住民 465 人で測定し、がんに罹患している確率の高いランク C と判定された人に対し
て精密検査を行なったところ、早期胃がん 3 例が発見された。なお胃がん、肺がん、前立腺が
んのランク C の陽性率が高いことも分かった。
（Joi）
Medical Tribune 46, 23 (2013)
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分かっていないことをどう伝えるか？
中村

典＊

要 旨：低線量放射線の影響については異なる考えに基づいた推定がいくつ
か存在する。従って、福島原発事故によってもたらされた環境汚染がどこま
で住民に健康影響を及ぼすかについても専門家の間で意見は異なっている。
こうした状況では、正しいと言い切れるものがないので、情報伝達の方法と
しては対立意見の開示しかないが、それらを正面から比較・解説したものは
ほとんどない。本稿では一部の対立項目について解説を試みた。
はじめに

クの増加は見られない」という記述は正し

専門家の間で議論がある内容を、メディ

い1）。しかし「だから、200mSv 以下で

アを仲介として公衆にどう伝えられるか

は影響がない」というのは正しくない。核

と、自問してみるに、少なくとも両論併記

心は線量ゼロの点と 200mSv の点、す

でなくては公衆の客観的な理解には至らな

なわち統計学的に有意なリスク増加が見ら

いだろうと思う。しかし国境紛争と同じ

れる点の間をどう結ぶかということである

で、双方の意見を知る機会が与えられなく

（図 1）。わずかの影響を検出するために

てはならないのは明らかだが、それが普通

は、それにふさわしい規模が必要なのは明

に行なわれているとも思われない。福島を
めぐる報道の多くは、先に放送局・出版社
の方針があり、専門家の発言はその流れを
補完するようなジクソーパズルのひとかけ
らのようなものであった気がする。以下に
具体的な例について解説してみたい。

Ⅰ．少量の放射線はどこまで危険か、危険

被ばく量

でないか
「10 万人近い原爆被爆者のデータでも
200mSv 以下では統計学的に有意なリス

図1

（公財）放射線影響研究所主席研究員（放射線遺伝学・生物学）

＊

38

環境と健康 26（2013）

放射線被ばくとリスク増加の関連

低線量のリスク問題は図の破線の部分をどう
結ぶかという問題である。
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らかなはずであるが、粗っぽい主張が横行

文があったとしても、国際線パイロットを

しているところがある。

一般公衆と比較するのは疫学的手法として

かつて結核の診療目的で胸部透視を頻繁

は正しくない。定職についている人は、世

に行なっていた時代があった。1 回の透

の中の平均よりも健康に優れているという

視で被ばくする線量はおよそ 10mSv な

例は多く知られているので、直ちに少量放

ので、その影響はとうてい検出されない。

射線の健康へのよい影響とは結論づけでき

しかし、毎月数回、数年にわたって治療を

ないからである。これを疫学の分野では

うけると蓄積線量が 1Sv を超える人も生

「Healthy Worker Effect、健康な労働者

じた。そして乳がんのリスク増加が報告さ

の効果」として教科書にも記述があり、結

れている 。低線量の 1 回被ばくでは健康

果の解釈に際して注意を喚起している。

2）

への影響が観察されなくても、それは影響

こうした問題は、予想された通りの結果

が少ないために検出されないというだけの

になった論文が 10 個あってもマスコミ

話で、影響がない（閾値説）という説明は

の注目するところにはならないが、ひとつ

正しくないということになる。影響が検出

でも予想とは反対の結果を示す論文があれ

されたという結果は、検出されなかったと

ばそちらが強く報道されてしまうという点

いう結果よりもどうしても重みが大きい。

で、他にも類似の例がある。発芽防止の目

それは、調査規模が十分大きくない場合に

的で放射線を照射したジャガイモを食べさ

は、「有意な影響は見られなかった」とい

せたマウスでは仔どもに異常が増えると

う結果は容易に得られる可能性があるため

か、変電所の近くや高圧電線の下に住む人

だ。

には小児白血病が多い、あるいは携帯電話
と脳腫瘍の間に関係があるかも知れないと

Ⅱ．国際線パイロットは宇宙線を多めに被
ばくするのに寿命が長いという風聞に

いう議論などである。ただし少数派が間
違っているとは限らない。

ついて
実際に論文を検索してみると、一般公衆
と差がなかったというものが圧倒的に多

Ⅲ．原 爆は急性被ばく、福島は慢性被ば
く、その違いをどう考えるか

い。つまりここでは都合の良い論文だけを

短時間（30 秒から 1 分程度）の放射

引用している可能性がある（引用の片寄

線被ばくである原爆被爆者に生じたがんリ

り）。また、もしも差が見られたという論

スクを、慢性的な被ばくである福島に適用
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していいのかという問題も、低線量被ばく

たりの線量が少ないので、たとえ高線量率

影響に関する争点のひとつである。かつて

下であっても傷害間の相互反応の寄与はさ

は、急性被ばくの場合と同じだけの影響を

して期待されない。つまり線量がゼロに近

与えるのに必要な慢性被ばくの線量を比で

いところでは、線量率効果がない（あるい

表す線量率係数は、主として動物実験の結

は少ない）という考えにはそれなりの妥当

果に負うところが多かった。しかし動物実

性がある。

験では一群を構成する個体数に制約がある
ので、その多くが高線量における結果であ
る。国連の科学委員会は、文献を精査して

射線障害

線量率係数として 2～10 という数値を示

細胞は酸素を使って呼吸しているので、

したことがある。国際放射線防護委員会は

生じた活性酸素によって DNA に途方もな

2007 年の勧告で線量率係数として 2 を

く沢山の単純（単鎖）傷害が毎日のように

勧告した。しかし最近の米国やドイツの専

生じているという推定がある。その総量は

門委員会では、1.5 あるいは 1 という値

一日当たり 4Gy の放射線に被ばくした量

を推奨している。職業上の被ばく管理の方

にも匹敵するという4）。だから低線量放射

法としては、急性でも慢性でも同等に扱う

線の影響は無視できるはずであるという議

ようにしたいという精神の表れのように思

論がある。しかし前者では細胞への影響は

われる。それが健康への影響評価としては

観察されないが、後者では多くの細胞が死

最も安全な側に立つことになる。

ぬ。つまり、活性酸素による DNA の単純

なぜ時代とともに線量率係数が小さく

（単鎖）傷害は、細胞に十分な処理能力が

なってきたかというと、原爆被爆者の疫学

備わっていて影響はほとんど生じないが、

データが充実してきたこと、慢性被ばくの

放射線特有の複合傷害（DNA の 2 本鎖切

場合でも線量当たりのがんリスクは原爆被

断と塩基傷害など、放出された電子の飛跡

爆者の場合と同じくらいという論文が増え

の終わり部分に生じる高密度の傷害）は、

たことがある3）。しかしバックグランドの

影響としては大きいことを意味してい

罹患率が異なる日本人と外国人の比較をい

る4）。従って、こうした閾値説擁護の議論

かにして整合性を損なわないように行なう

には DNA 傷害の種類の違いについて十分

かという課題も残されている。線量率の影

な情報が提供されなくては説得性がない。

響を低線量問題として考えた場合、細胞当

40

Ⅳ．活性酸素による日常的 DNA 傷害と放
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Ⅴ．放射線による DNA 傷害の修復が線量
によって違うか

はほぼゼロであっても、その信頼区間の幅
はまだ広くて急性被ばくの代表である原爆

細胞は、活性酸素による刺激を絶えず受

被爆者における高線量リスクからの推定値

けているので、低線量放射線による DNA

（直線的に内挿した値）を含んでいる。つ

傷害は正しく直せるが、高線量の放射線を

まり推定値はほぼゼロであっても、真の値

被ばくした場合に修復機構に破綻を生じる

は原爆被爆者における値と同じ可能性を排

という考えもある。しかし、活性酸素によ

除できないということである。従って「少

る傷と放射線（正確には高エネルギー電子

量の放射線被ばくは影響がない」という証

の飛跡）によって生じる傷の違いを考えれ

拠にはならない。小さな影響を調べるに

ば、この結論に至るためにはもっと理由づ

は、調査人数を大きくしないといけないこ

けが必要であろう。また、Grosovsky と

とは自明であるから、そこの議論が重要な

Little（1985 年）は、ヒト由来の培養細

ポイントとなる。

胞に 10mGy レベルの放射線を反復照射

以上ざっと述べてきた内容についてもっ

して突然変異頻度を調べた結果、1 回の

と 詳 し く お 知 り に な り た い 方 は、

線量が 10mGy レベルでも影響は累積す

Brenner らによる総説5）を是非お勧めし

る。そしてその際の線量反応の勾配は、高

たい。疫学、生物学、放射線物理学、放射

線量域で得られた線量反応の勾配とほぼ同

線医学など世界的な研究者の連名による総

じであったと報告している。つまり、少な

説で、英語も分かりやすく書かれている。

くとも 10mGy 以上では、DNA 傷害に対
する修復能力に関して線量による違いがあ
るという証拠は得られなかったということ
である。

まとめ
成熟した社会のメディアのあるべき姿と
しては、可能な限り両論併記を心がけ、読
者に判断の材料を提供するという姿勢が大

Ⅵ．高バックグランド放射線地域住民には
影響が見られない

切であろう。しかし今回の原発事故で放出
された放射性物質によって生じるかも知れ

自然放射線レベルの高い地域の住民で

ない健康へのリスクに関する報道には、多

あっても、対照群と比較してがんリスクの

くの問題があった。販売部数の増加を意図

上昇は観察されないというのが、これまで

としたような報道は論外であるが、専門家

の結論である。しかし過剰リスクの推定値

の側にも問題はあった。「安全」と答えた
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「専門家」には、科学的な知見の誤解や

しかない。

偏った引用、検出できないレベルの影響を
恐れていては復興の足かせになるという気

謝辞：放 射 線 影 響 研 究 所（ 広 島・ 長 崎 ）

持ち、住民の恐怖心を払拭してあげたい、

は、日本の厚生労働省ならびに米国

あるいは払拭しないといけないという使命

のエネルギー省（DOE）により資

感、あるいは電力会社への配慮等々さまざ

金提供を、後者については、その一

まな背景があった可能性がある。報道する

部を米国学士院に対する DOE 研究

立場にある人は、一部のヒヤリングにおい

助 成 金 DE-HS0000031 を 通 じ

て「やらせ」があった事実を暴露したよう

て、受けている公益法人である。な

に、以前にも増して発言者にまつわる利益

お著者の見解は必ずしも両国政府の

相反の可能性に注意を払わないといけな

見解を反映するものではない。

い。他方、「危険」という発言の裏にも、
科学的知見の誤解や引用の偏りはあった。

文

政府や企業の公式報道に対する不審もあ

1）O zasa, K. et al.: Radiat. Res. 177,
229-243 (2012)
2）Howe, G.R. and McLaughlin, J.: Radiat.
Res. 145, 694-707 (1996)
3）Jacob, P. et al.: Occup. Environ. Med.
66 (12), 789-96 (2009)
4）Burkart, W. et al.: C. R. Acad. Sci. III.
322, 89-101 (1999)
5）Brenner, D.J. et al.: Proc. Natl. Acad.
Sci. U S A. 100, 13761-13766
(2003)

る。放射線への恐怖心もある。危険だと言
い続けないと除染が進まなくなる可能性へ
の危惧もあるだろう。こうした対立を少し
でも緩和するためには、メディアは先に報
道の方針を決めてから取材するのではな
く、両極の議論を踏まえた上で科学的事実
のみを繰り返し紹介して読者・視聴者に判
断を求めるという当たりまえのことをする
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いのちの科学プロジェクトシリーズ

テーマ：共に生きる

㉞環境中のホルムアルデヒドを吸収・同化す
る遺伝子組換え植物の開発
泉井
要

桂＊

旨：ホルムアルデヒド（HCHO）はシックハウス症候群の主要な原因

物質である。そこで室内空気中の HCHO による汚染を植物によって浄化す
ることを目指している。メタノールを炭素源として生育するある種の細菌の
もつ、HCHO 固定のための代謝経路の遺伝子を、シロイヌナズナとタバコ
などに導入することによって、これらの植物に HCHO の吸収能を付与し、
同時に HCHO への抵抗性を高めることに成功した。さらに、HCHO の植
物に対する毒性の発現機構について手掛かりを得るための研究について紹介
する。

１．はじめに
シックハウスガスとは、建材や家具などから持続的に空気中に放出される揮発性有機化
合物（VOC, Volatile Organic Compound）で人体に種々の悪影響を及ぼすものを指す
が、ホルムアルデヒド（HCHO）はその代表的なものの一つである。HCHO は古くから
防腐剤などとして広く使われてきたが、近年 HCHO のもつ種々の毒性が明らかになり、
その室内空気中の濃度は 0.08ppm 以下に保つことが厚生労働省のガイドラインとして
定められている。
植物を利用して VOC によって汚染された環境を浄化・修復することをファイトレメ
ディエーションというが、本研究もそのような研究の一つと位置付けられる。もともと私
たちは植物の光合成能を遺伝子操作によって増強することを目指しているが、今回は、そ
の研究の第一段階として、HCHO を吸収して利用できる植物（タバコとシロイヌナズナ）
の作成を試みたところ、運よくこれに成功し、結果的にファイトレメディエーションに役
立つと期待されるので紹介したい。
近畿大学客員教授、京都大学名誉教授（植物分子代謝制御学）

＊

いのちの科学プロジェクト

43

本研究では、メタノール（メチルアルコール、CH3OH）を炭素源として生育する細菌
から 2 種類の酵素の遺伝子を取り出し、これを植物の葉緑体で発現させるようにしたの
である。HCHO の毒性発揮の分子機構は、未だヒトや動物についても解明されておら
ず、植物についても同様である。このため、われわれは、野生型および遺伝子組換え体植
物を一定濃度の HCHO を含む空気に曝露したときにその発現が変動する遺伝子を DNA
マイクロアレイ法を用いて網羅的に解析しようとしているのでその一端を紹介したい。ま
た、得られた植物をプラットホームとして、今後どのような展開が期待されるかについて
も触れたい。

２．シックハウスガスの種類とシックハウス症候群
2001 年 4 月、厚生労働省より VOC の室内環境濃度に関する規制対象物質として次
の 8 物質と化学物質総量についての指針値が示された。表 1 は NPO の「シックハウス

表1
物質名

有害化学物質指針値

室内濃度指針値

主な用途

健康への影響

ホルムアルデヒド
HCHO

0.08ppm
（100µg/ 立米）

合 板、 パ ー テ ィ ク ル ボ ー
ド、壁紙、接着剤

鼻、咽頭の刺激、流涙、くしゃ
み、せき、吐き気、呼吸器障害、
発ガン性

トルエン
C6H5CH3

0.07ppm
（260µg/ 立米）

施工用接着剤、塗料溶剤、
ワックス溶剤

倦怠感、知覚異常、吐き気

キシレン
C6H（CH
5
3）
2

0.20ppm
（870µg/ 立米）

塗料溶剤、樹脂、ワックス
溶剤

眼・咽喉の刺激、知覚障害、吐き
気

パラジクロロベンゼン
C6H5Cl2

0.04ppm
（240µg/ 立米）

防虫剤

眼・鼻・のどの刺激、咽頭痛、悪
心、嘔吐、肝・腎機能低下

エチルベンゼン
C6H5C2H5

0.88ppm
塗料、接着剤
（3800µg/ 立米）

眼、皮膚、気道の刺激、中枢神経
への影響

スチレン
C6H5CH＝CH2

0.05ppm
（220µg/ 立米）

発砲スチロール

眼、皮膚、気道の刺激、喘息

フタル酸ジ-n-ブチル
C6H（COOC
4
4H9）
2

0.02ppm
（220µg/ 立米）

プラスチック、塩化ビニル
の可塑剤

吐き気、頭痛、めまい

クロルピリホス
C9H11Cl2NO2PS

0.07ppb
（1µg/ 立米）

シロアリ駆除剤

倦怠感、頭痛、めまい、悪心、嘔
吐

トータル VOC
（400µg/ 立米）※新築は 1,000µg/ 立米
（揮発性有機化合物総量）
ppm：百万分の一の濃度、ppb：十億分の一の濃度、µg：百万分の一グラム、立米：立方メートル、µg/ 立米は
重 量 表 示、ppm は 容 積 表 示 で あ る。 シ ッ ク ハ ウ ス 対 策 研 究 会 の 資 料（http://www.sickhouse.jp/fr.
15harmful.html）から引用した。
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対策研究会」の資料を引用したものである。日頃お世話になっている身の回りのものか
ら、これらの物質が室内に拡散していることが容易に想像されるであろう。とくに、新築
の家屋や購入したての新しい家具などからは盛んに放出され、最初の数ヶ月間は VOC の
室内濃度が指針値をはるかに超えることが多い。VOC の放出は短期間で終わらず、何年
も続くとされている。とくに HCHO は放出期間が長い。2003 年から施行された改正建
築基準法では HCHO の放出量の低い建材（F ☆☆☆☆などと表わされる）を使用するこ
とや換気をひんぱんに行うことを義務づけている。
VOC を吸い込むことによって、様々な体調不良（目の刺激、頭痛、かゆみや湿疹な
ど）の発症する現象をシックハウス症候群（Sick-building Syndrome）という。さらに
常時 VOC にさらされることによって特定の化学物質に対する過敏症となり、極く微量の
VOC に対しても激しい症状を示すようになることもある。代表的な VOC である HCHO
について、その濃度と症状についてまとめたのが表 2 である。HCHO は発ガン性もある
といわれており、メタノールの混ざったお酒（エタノール）を飲むと失明するのは、メタ
ノールが体内で HCHO となり、これが目のロドプシンなどの視物質と反応するためと推
測されている。このように、HCHO はかなり強い毒性物質である。医学部の解剖実習室
や HCHO を使用する職場では 1ppm 程度になることもある。

３．シックハウスガスと観葉植物
鉢植えの植物を室内に置くことは、部屋の装飾としてのみならず、目を休め、心を和ま
せるものとして広く行われている。1980 年代に米国航空宇宙開発局（NASA）のウォ
ルバートン1）は、人工衛星の機内で長期間滞在する宇宙飛行士が VOC によって健康を害

表2
濃度（ppm）

ホルムアルデヒド（HCHO）の濃度と症状
起こる症状

濃度（ppm）

起こる症状

0.01～

目の刺激が始まる最低値

0.25～0.33

呼吸障害の始まり

＜ 0.04

神経組織の刺激が始まる

0.5

喉の刺激が始まる最小値

0.05～1.0

臭いの感じる最低値

２～3

目がさすように痛くなる

0.08～1.6

目と鼻に刺激

10～20

激しい流涙

0.08

WHO、日本の基準値

30～

生命に関わる危険、毒性肺水腫

出典：井上雅雄、シックハウスの防止と対策（日刊工業新聞社）
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されることのないようにするために観葉植物を利用することを思いついた。このために
50 種類近くの観葉側物について HCHO をはじめとする VOC の吸収能力を調べ、比較
的よく吸収するもの（たとえば、シダ、ガーベラ、ヤシ、ツタの仲間など）とあまり吸収
しないもの（アロエやカランコエ）を見出した。
これらの研究によって鉢植えの観葉植物が確かに HCHO を吸収し、植物種によって差の
あることがわかったが、より詳しい生化学的な解析の結果、植物自体の HCHO 代謝能力は
極めて低く、実際に HCHO の吸収を行っているのは、主として植物と共生している土壌細
菌であることが明らかになった。植物種による HCHO の吸収能の違いは共生している細菌
の種類の違いによるというわけである。実際、植物は結構メタノールを葉などから放出す
る活性をもっているので、これを利用する細菌が共生していることが知られている。
植物自体は HCHO 吸収能力をほとんどもたないのであれば、遺伝子操作によってこの
能力を付与された植物を作り出すことができないものだろうか、そしてこれまでより以上
に強力に HCHO 吸収を行う植物ができれば、環境浄化に役立つ可能性もあるのではない
かという期待も込めて私達は研究に着手した。

４．C1 微生物（メチロトローフ）の遺伝子の植物への導入
植物は二酸化炭素（CO2）を炭素源とし、これを太陽の光エネルギーと水分子を用い
て還元してスクロースやデンプンを合成することはよく知られている。いわゆる光合成で
ある。自然界には風変わりな生物がいるもので、炭素数が一つ（C1）のメタノールを唯
一の炭素源として生育できる細菌や酵母が存在している。これらはメチロトローフとよば
れる。メタノールは CO2 と違って燃やすことができることからもわかるように、メタ
ノール中の炭素原子と水素原子の結合は高い化学エネルギーを秘めている。したがって、
メチロトローフは光エネルギーを必要としないが、メタノールからスクロースやアミノ酸
などの複雑な代謝化合物を合成するために、通常の微生物がもっていない特殊な代謝経路
をもっている。
この特殊な代謝経路の一つに “ ヘキスロースモノリン酸経路 ” があり、これによって
（1）HCHO は リ ブ ロ ー ス 5-リ ン 酸 と 反 応 し て 3-ヘ キ ス ロ ー ス 6-リ ン 酸 と な り、
（2）続いて 3- ヘキスロース 6-リン酸をフルクトース 6-リン酸に異性化して主要な代謝
経路（解糖系）にとりこまれる。（1）の反応には 3-ヘキスロース 6-リン酸合成酵素
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HPS（その遺伝子の名前は rmpA）、（2）の反応には 3-ヘキスロース 6-リン酸イソメ
ラーゼ PHI（その遺伝子の名前は rmpB）が作用する。したがって、図 1 に示すよう
に、もしもこれらの酵素を植物に導入して葉緑体の中で働くようにしてやれば、反応の出
発物質と生成物はどちらもカルビン回路（光合成炭酸同化の代謝経路）の中間体なので、
この回路にバイパスが加わって、HCHO を同化できるようになるであろう。
このようなアイデアに基づいて、私たちは実際に、京都大学農学研究科の加藤暢夫教授
らが分離されたメチロトローフのもつこれらの酵素の遺伝子（rmpA と rmpB）を植物に
遺伝子操作によって導入して、これらの酵素が葉緑体の中で働くように細工した植物（形
質転換植物）を作成した。この実験に用いた植物は、ゲノム DNA の全塩基配列が決定さ
れたシロイヌナズナ（Arabidopsis thaliana）（図 2）と光合成の研究によく用いられ
るタバコ（Nicotiana tabacum）である。シロイヌナズナは世代交代の期間が短く、種
を播いてから 2 ヶ月もあれば結実するので実験植物としてもっとも広く用いられてい
る。遺伝子を導入する方法についてはここでは省略するが、2 種類の酵素の遺伝子を導
入するのに 2 回の形質転換操作を行っている。各遺伝子 DNA の上流にはトマトのリブ
ロース 1,5-ビスリン酸カルボキシラーゼ / オキシゲナーゼ（RubisCO）の小サブユニッ
トの遺伝子（RbcS）のプロモーター領域と葉緑体への移行シグナル領域を結合し、各遺
伝子の転写活性（遺伝子発現）を高め、生成された酵素が葉緑体のなかに局在化されるよ
うに設計してある。

図1

HCHO を植物の光合成炭酸同化回路に
とりこませるためのアイデア

図2

シロイヌナズナ
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図 3 は、遺伝子導入によって、形質転換植物の葉における HPS（A）と PHI（B）の
酵素活性が、両遺伝子を導入された AB 株ではそれぞれ 100 倍以上高くなっていること

図3

酵素活性（U mg 1）

酵素活性（U mg 1）

酵素活性（U mg 1）

酵素活性（U mg 1）

を示す。また、これらの酵素は葉緑体に局在することも示された2）。

遺伝子を導入した形質転換植物の葉における 2 種類の酵素の活性

C と WT は対照として形質転換していない植物、A（HPS）、B（PHI）、および AB は、それぞれ
の遺伝子を導入した植物を指す。

図 4 2 つの遺伝子、A（HPS）と B（PHI）を
導入したシロイヌナズナとタバコの形質転換植物の HCHO 耐性
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５．形質転換植物は高濃度の HCHO に対する抵抗性が増強されていた
図 4 に示すように、得られたシロイヌナズナの AB 株と、対照とする野生株（CK）の
種子を発芽させ、HCHO を含む寒天培地の上で生育させると、4mM の濃度ではどちら
も生育したが、10mM では AB 株は生育したが、CK 株は生育できず白化した。また、
タバコでは 9mM の濃度の HCHO が存在するとき、AB 株は生育したが、CK 株は生育
できず白化した。また、データは省略するが、HCHO を含まない培地で生育させ、
HCHO のガスを空気中に拡散させたときにも、形質転換体は耐性を示した。

６．形質転換植物は高濃度の HCHO を吸収除去することができた
次に、シロイヌナズナの芽生えを HCHO を含む水溶液に浸漬して、振り混ぜながら光
を照射して一定時間後に水溶液に残っている HCHO の量を測定したところ、形質転換植
物の方が約 2 倍高い吸収能力をもつことが示された（図 5A）。
また、同様な実験を放射性同位元素の 14C で標識した HCHO を用いておこない、植物
の高分子成分に取り込まれた放射能を測定した結果、形質転換植物の方が 4～9 倍くら
い高い取り込み能をもつことがわかった（図 5B）。また、短時間［14C］HCHO を植物体

（％）

に取り込ませたのち、低分子量の代謝産物を抽出し、薄層クロマトグラフィーで分析した

図 5 シロイヌナズナの形質転換体と非形質転換体における
HCHO の吸収能力と植物構成成分への取り込み能の比較

（A）：HCHO の吸収能（B）：14C で標識した HCHO の植物構成成分への取り込み能
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ところ、放射能は主にフルクトースモノリン酸やグルコースモノリン酸に取り込まれてい
た（データは省略）。これらの実験をとおして、形質転換体では、高濃度の HCHO に耐
性を獲得し、HCHO を CO2 のように光合成的に利用できるようになったことが強く示唆
された。

７．植物における HCHO の毒性の発現機構
HCHO は化学的な反応性が高く、アミノ基や SH 基などとも反応するので、タンパク
質をはじめ DNA、RNA などの重要な生体成分とも反応して、それらの働きを全般的に
阻害して枯死させるのであろうことは容易に想像できる。しかし HCHO が効果を及ぼす
濃度は非常に低いので、何か鋭敏な作用点があるのではないか、また HCHO は細胞内の
正常な代謝においても生じ得るものでもあるので、植物においてはこの物質をある種のシ
グナル物質として機能し、迅速に応答して、その害を食い止めるための機構が具わってい
るのではないかと推測される。これらのことについて手掛かりを得るために、シロイヌナ
ズナを用いて、HCHO に応答してその発現が変化する遺伝子を網羅的に解析した。解析
には DNA マイクロアレイ法を用いた。シロイヌナズナのゲノムのサイズは 1.35×108
個の塩基対からなり（ヒトは約 3.0×109 個）、その遺伝子の数は約 27,000 個で、こ
れらの遺伝子の塩基配列もすべて明らかにされている。この方法を用いれば、組織から抽
出した全 mRNA 中に含まれる個々の遺伝子の mRNA 量を定量できるのである。
私どもはシロイヌナズナの野生型植物および形質転換植物を一定の湿度を保ちながら、
一 定 濃 度 の HCHO を 含 む 空 気 に 2.5 時 間 曝 露 す る こ と に よ っ て、 個 々 の 遺 伝 子 の
mRNA の量がどのように変動するかを調べた。2.5 時間の曝露では、植物体の変化は外
見上ほとんどみられない。簡単のため、HCHO の濃度が 1 および 15ppm のときをそ
れぞれ Low および High で表わすことにするが、曝露によって mRNA のレベルが 2 倍
以上、または 1/2（0.5 倍）以下になった遺伝子の総数は、野生株では、Low では
1,900 個余り、High では 4,500 個近くとなり、多数の遺伝子の発現レベルが変動する
ことがわかった。これを 4 倍以上または 1/4 以下に変動した全遺伝子数に限ってみる
と、Low では総数約 340 個、High では総数約 1,430 個となった（表 3）。変動幅は
Low では、それぞれ 40 倍から 0.01 倍、High では、それぞれ 2,600 倍から 0.01 倍
であった。同様の実験を形質転換株について行なったときには、Low での発現変動数は
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表3

野生株および形質転換株における HCHO 応答遺伝子の DNA マイクロアレイ解析

HCHO への 2.5 時間の曝露により、mRNA のレベルが 4 倍以上に誘導された遺伝子と 1/4 以
下に抑制された遺伝子の数を示す。
HCHO への
曝露濃度
Low（1ppm）
High（15ppm）

試供植物

応答した遺伝子数
4 倍以上の 誘導

1/4 以下の抑制

野 生 株

96

248

形質転換株

181

95

野 生 株

759

669

形質転換株

993

698

野生株の場合の約 60％に減少し、その内訳は、抑制された遺伝子数が約 40％に減少
し、誘導されたものが逆に約 190％に増加した。抑制遺伝子数の減少は、HCHO による
直接的な発現阻害が、組換え体では軽減されたことを意味し、誘導遺伝子数の増加は、
HCHO によるストレスを解除または伝達するために誘導される遺伝子の HCHO による
非特異的な抑制が組み換え体では軽減されたためではないかと想像される。これに対して
High での変動数は約 4％の増加にとどまり、その増加率は誘導遺伝子数においてより顕
著であった。これらのことから High では組換え体に導入した酵素によるストレス軽減能
力を越えてしまっていると想像される。まだ未発表論文であるので、詳細な解析結果はこ
こでは控えさせていただくが、熱ショックタンパク質、細胞壁合成関連酵素、活性酸素消
去酵素などの遺伝子の発現が顕著に誘導された。現在、遺伝子の転写因子の発現の変動な
どにも注目しつつ、HCHO ストレスによるシグナル伝達系の解析を進めている3）。

８．おわりに
C1 微生物の遺伝子を植物に導入することによって、HCHO を吸収除去する能力を高
めることができ、特許にもなった（日本国特許第 4487071 号（2010）、European
patent No. 169870 および USA patent No. 10/581,861）。この原理を観葉植物
に応用して室内空気の浄化に役立てることが次のステップであるが、われわれは、ゼラニ
ウムの形質転換を行い、この植物において実際に空気中の HCHO の吸収能が増強され、
HCHO 濃度を 0.08ppm 以下に減少させることを示した4）。今後、種々の改良を加えた
遺伝子とその発現系を作成し、ポトスなどいくつかの観葉植物への導入を行なうつもりで
ある。また、イネへの導入にはすでに成功しており、このイネにさらにメタノールオキシ
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ダーゼまたはメタノール脱水素酵素を導入してメタノールを炭素源として利用する能力
（資化能）を付与し、さらにメタンオキシゲナーゼを導入して水田から大気中に放出され
るメタン（地球温暖化ガス）を資化してデンプンに変えるイネを作成することを夢みてい
る。また、本研究によって、HCHO の同化能を植物に付与できることがわかったので、
さらに、CO2 を HCHO に還元する酵素系を導入することができれば、反応効率の悪い
CO2 固定酵素である RubisCO を置き換えて、植物の光合成による炭酸同化能を増強す
るができるかもしれない。
現時点では、遺伝子組換え植物を屋外で栽培することについて、日本ではとくに、社会
的に受容されていないが、安全性が確認されれば、急速に受容され、多くの利益がもたら
されるようになるであろう。最近、シェールガスが新しいエネルギー源として実際採掘が
はじまっているが、それにともなって、メタン、メタノール、ホルムアルデヒドなどによ
る生産地の環境汚染が危惧されている。われわれの植物がこのようなところで役立つ可能
性がありそうである。
ラットやヒトの細胞を HCHO に曝露した時、どのような遺伝子の発現が影響を受ける
かについての研究もあり、毒性発現の分子的機構に関する研究も行なわれつつあるが、
シックハウス症候群に関与する遺伝子の同定までには未だ至っていない5）。本研究の前半
部分を紹介した著者の一般向け講演の YouTube については、http://www.youtube.
com/watch?v=EkfOf3d--mI をご覧いただきたい。
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メタボの正体（Ⅸ）
篠山重威＊

Ⅴ．身体活動と運動
１．健康を維持・増進するためには身体を動かすことが必要
昔は夕方になると路上で遊ぶ子供たちの声が町中によく聞こえたものですが、最近では
このような光景は少なくなりました。塾や習い事で外で遊ぶ時間が少なくなったという事
情もあるのでしょうが、テレビを見て過ごす子供が多くなったと思います。21 世紀が幕
開けした時に、厚生労働省は新しい世紀に日本人一人ひとりがより健康に暮らせる世界を
実現するために「健康日本 21」と言う国民運動を始めました。生活習慣病およびその原
因となる課題について 9 分野が取り上げられその対策と目標値を定めた基本方針が定め
られました。その分野の 1 つに「身体活動と運動」があります。平成 18 年度国民栄養
調査によると、日頃から日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に体を動かし
ている人が、男性 52.6％、女性 52.8％でしたが、週 2 回以上、1 回 30 分以上の運
動を 1 年以上続けている運動習慣者は、男性の 30.2％、女性の 28.1％に過ぎませんで
した（図 1）。「健康日本 21」ではこれらの値を 10％増大させることを目標としまし
た。日常生活において身体活動量を増やす具体的な手段としては、できる限り歩くことが
奨励されました。歩行時のエネルギー消費量は次の式で求めることが出来ます：水平歩行

図1

平成 18 年国民栄養調査の結果

運動習慣者（1 回 30 分以上の運動を週 2 日以上実施し，1 年以上継続している者）の比率は，
男女共に約 30％であり，男性では 30 歳代が最も低く 17.5％，女性では 20 歳代が最も低く
17.1％であった。
宇治病院名誉院長、京都大学名誉教授（循環器内科学）

＊
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時 の 推 定 酸 素 摂 取 量（ml/kg/ 分）＝ 安 静 時 酸 素 摂 取 量（3.5ml/kg/ 分）＋0.1× 分 速
（m/ 分）。
この式に従うと、体重 60kg の人が、時速 4km（分速 70m）、歩幅 70cm で、10
分歩く（700m、1,000 歩）場合には、30kcal のエネルギーが消費されることになり
ます。これまで欧米で報告された多くの研究結果から週 2,000kcal 以上のエネルギーを
消費する運動を続けることが勧められています。つまり、1 日当たりでは 300kcal とな
り、上記の条件で歩く場合、これに相当する歩行数は 1 万歩となります。
文部省が平成 11 年に策定した「我が国の文教施策」では、今、日本では児童・生徒
が運動をしている者と、していない者に二極化しており、特に小学生や高校生において運
動時間が不足している者が多いことが指摘されました。先進国ではテレビが広く運動習慣
の妨げとなっており、病気にかかったり死亡率が高くなったりする原因になっているとい
われています。我が国においても、テレビ（テレビゲームも含む）視聴時間が 1 日 3 時
間以上の児童・生徒の割合は、10 歳男子 38.7％、女子 38.6％、13 歳男子 37.2％、
女子 32.2％、16 歳男子 25.2％、女子 24.2％と報告されています。低学年の児童で
は身体活動をともなった遊びの時間を増加させる必要性が叫ばれています。また、身体を
動かさない時間を減らすという視点も重要と考えられます。環境対策としては、先ず第一
に、安全な遊び場や遊び時間を確保できるように社会環境を整えていくことが必要でしょ
う。
ごく最近、アメリカで 1970 年から 2011 年 3 月までに報告された論文のメタ解析
を行って、テレビ視聴時間と 2 型糖尿病、致死的または非致死的心血管病、および総死
亡との関係が検討されました。全部で 17 万人を超える患者を集積して、用量−反応解
析が行われた結果、生活習慣病のリスクは 1 日にテレビにかじり付いている時間と直線
的な関係があることが示されました。さらに死亡のリスクは 1 日 3 時間以上テレビを見
ている人で特に高いことが明らかにされました。即ち、1 日 2 時間テレビを見続けると
2 型糖尿病に対するリスクは 20％、心血管病に対する相対リスクは 15％、死亡のリス
クは 13％増加し、絶対リスクは 100,000 人中、2 型糖尿病で 176 人、心血管病で
1）
38 人、死亡例が 104 人になると推定されました（図 2）
。更に、この研究では運動と

食事に気をつけて BMI を減少させるとテレビ視聴時間と糖尿病のリスクとの関連性が少
なくなることが認められています。次の項では、運動が健康にどのような影響をもたらす
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図2

テレビ視聴時間の総死亡に対する相対リスク

相対リスク：テレビ視聴時間の長さに応じて、死亡のリスクが、テレビを見ない人の何倍になるか
を表す指標。点線は平均値に対する 95％信頼区間。テレビ視聴時間（1 日の時間）の総死亡に対す
る用量反応関係は有意。出典：文献 1

かを、これまで報告された多くの研究を基に振り返ってみようと思います。

２．これまで身体活動にはどのような注意が向けられてきたか
地球上の長い歴史の中で石器時代以来、狩猟から農耕、そして工業へと人々の身体活動
のパターンは大きく変化してきましたが、それと共にヒトの健康、生命力、寿命も大きく
変わってきました。古代においても、身体活動、肉体的フィットネスが健康と長寿に関係
することに注意が向けられていました。ヒポクラテスは、「身体の全ての部分は活発に使
用するために作られており、適度に使用し、習慣的な労働によって鍛えられるならば健康
な生活が送れ、肉体は発達し、加齢に耐えることが出来る。一方、使われることなく、鍛
えられずにいると病気にかかり、成長は止まり、老化が進む」と述べています。ガレーノ
スも運動不足は健康に悪いことを示していますが、運動のしすぎも愚かなことであると考
えていました。
中世になってスイス人医師ホーエンハイムは炭鉱労働者を対象にして職業病に関する世
界最初の研究論文を発表しましたが、その中で彼は全ての物質と行動（食物、薬、飲酒、
運動）も適正量を越えると毒になると主張しました。1690 年から 1731 年にかけて、
世界最初の疫学者と考えられているイタリア人医師、ラマッツィーニは種々の商人・職人
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で見られる病気の相違を調べて、郵便配達人など速足ランニングを必要とする職業では洋
服の仕立屋や靴屋など座り仕事が多い職業に比して健康上の問題が少ないことを示しまし
た。彼は「洋服屋は休日にはどんなに軽いものでも良いから何らかの運動をするように努
力する必要がある」と述べています。18 世紀の半ばにイギリスの医師、ウィリアム・ハ
バーディンは、心臓発作を意味する「狭心症」という言葉を初めて使ったことで有名です
が、心臓を健康に保つためには運動が必要であることを認識した最初の医師でもありま
す。彼は、「狭心症患者が鋸で材木を毎日 30 分挽くことを日課にしていたところ胸痛発
作が無くなった」という記録を残しています。
イギリスに産業革命の時代が訪れると、身体活動の持つ恩恵がより客観的・数量的に検
討されるようになりました。1843 年には、キングズカレッジの医師、W.A. ドゥイが座
り仕事の職人と活動的な肉体労働者の死亡率を比較して、生命予後は肉体労働者の方が良
いことを示しました。1863 年には、エドワード・スミスがロンドンの洋服屋の生活は
身体的に活発な商人に比べて、160 年前にラマッツィーニが示した以上に、深刻な健康
問題を有していると報告しています。
近代の運動科学は 1800 年代の半ばにオックスフォード大学とケンブリッジ大学の
ボートマン達の生存率を検討した試みから始まったと言えますが、この研究の結果は、
ボートマンの生存率は一般の平均値を下回り、ガレーノスの時代から続いていた過激な運
動は却って有害であるという信念が改めて証明されたことになりました。一方、19 世紀
から 20 世紀にかけてイギリスとアメリカ東部の大学で行われた研究では、ボートマン
達の平均寿命は被保険者や一般大衆の平均寿命を越えていることが明らかにされていま
す。

３．職業に基づく健康問題
20 世紀の初めには世界中で大きな健康問題は感染でしたが、今は運動不足が最も深刻
な課題となっています。運動不足に起因して多くの疾患が発症しますが、これらは総称し
て 運動低下症（hypokinetic disease）と呼ばれます。アメリカでは国民の 70％が肥
満、高血圧、脂質異常、骨粗鬆症、変形性関節症、2 型糖尿病など何らかの運動不足に
よる疾患を持っているといわれています。今、我が国ではメタボリック症候群が大きな注
目を集めていますが、その診断基準は肥満、特に内臓脂肪蓄積の指標である腹囲の増大が
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必須項目とされています。
第 2 次世界大戦が終了すると近代的な前向き研究によって運動の健康に与える影響が
次々と検討されるようになりました。戦後、平和が訪れ人々の生活が豊かになると欧米で
はこれまでは見られなかった程多くの人たちが心臓発作で死に始めました。1953 年に
イギリスのジェリー・モリス等の研究グループは 1949 年から 1950 年までに年齢が
35 から 65 歳で輸送機関で働く 31,000 人の男性労働者を対象に冠動脈疾患の発症頻
度を調べました2）。最初は年齢との関係に注目し、45 歳以下では冠動脈疾患が少ないこ
とを示しました。しかし、彼らの主要な研究目的は従事している仕事の種類と冠動脈疾患
発症との関係を明らかにすることでした。そこで、バス、路面電車、トロリーバスで働く
人達を選び、1 日平均 500〜700 の階段を昇降する車掌と仕事中 90％の時間を運転席
に座ったままで過ごす運転手との違いを検討しました。その結果、1 年間の平均冠動脈
疾患発症率は 1,000 人に対して車掌で 1.9 人、運転手で 2.7 人と大きな違いがあるこ
とが明らかにされました。車掌では冠動脈疾患の発病は高齢に達するまで多くなく、病状
も先ず狭心症から始まり、致死率も比較的低い良性のものでした。因みに早期の致死率は
車掌で 30％、運転手で 50％でした。彼らは、「活発に身体を動かす仕事」を続けてい
る人は、それまで元気であったのに突然発病して心臓突然死することは少ないという仮説
を提唱しました。同じ論文の中で、モリスらは 110,000 人の郵便局員に関しても同様
の結果を報告しています。自転車または徒歩で郵便を配るポストマン、中間職でスーパー
バイザーや上級ポストマンの役職にあり活動的な仕事が十分に出来ない人、および電話交
換手や行政事務高官など座り仕事の多い人の 3 群では年間冠動脈疾患発症率が 1,000
人中 1.8 人、2.0 人、および 2.4 人と身体活動が少ない程増加することを示しました。
活動的なポストマンでは発症初期の致死率も低い値でした。しかし、狭心症の発症率は身
体活動が大きい群で最も高かったということです（図 3）。
肉体的に活動的な仕事に従事している中年の男性は活動的でない仕事をしている人に比
べて冠動脈疾患による死亡が少ないという初期の仮説にはその後医学会や医師会から大き
な疑いの目が向けられました。当時既に冠動脈疾患は高血圧、高コレステロール血症、肥
満などの危険因子によって誘発されるものであるという概念が広まりつつあった時代で身
体活動は心疾患の発症となんら関係がないという考えが一般的であったからです。
一方、25 歳から 65 歳の運転手 1,276 人と車掌 994 人でズボンとジャケットのサ
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図3

身体活動のレベルの違いによる冠動脈疾患発症頻度の比較

上から運転手と車掌の比、運動の少ない人と郵便配達人の比（モリスのデータ）、仕事をしていな
い人と重労働者の比、一般の人と農作業者の比（ズーケルのデータ）、安静または軽労働者と中等度
から重労働者の比（チャップマンのデータ、ここでは冠動脈疾患の発症と死亡率に職業による差は見
られていない）、室内労働と戸外労働者の比、座り仕事の人と軽・中等度労働者の比、ホワイトカ
ラーとブルーカラーの比、熟練労働者と未熟な初心者の比（スタムラーのデータ）を示す。出典：文
献2

イズを基に腹囲と胸囲を比較すると、運転手は入社時からよりずんぐりした体形をしてお
り、初めから冠動脈疾患の危険因子を持っていた可能性が高く、仕事の違いによって疾
患が誘導されるものではないという意見もありました。しかしこの人たちの追跡が
1949～1958 年の 10 年間続けられた結果3）、それまで元気であった人が冠動脈疾患
で突然死する率が体格とは無関係に運転手で高いことが明らかにされました。さらに
1966 年になって、モリスらは虚血性心疾患に関係する可能性のある多くの因子を追跡
した研究成果を発表しました。ロンドンのセントラル・バス会社に勤務している 667 人
の運転手と車掌を対象にして 1956 年から 1960 年の間に臨床所見のチェックと生化
学検査を完全に行い 5 年間のフォローアップを行いました。この間に 47 人で新しい冠
動脈疾患の発症が見られました。発症率は 7％ということになります。単変量および多
変量解析によって、冠動脈疾患の発症は、加齢、家族歴、喫煙、短躯、肥満に関係するこ
とが示されました。収縮期血圧と血清コレステロールのレベルは冠動脈疾患発症の有力な
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予測因子で、新しい症例の 75％が当てはまりました。一方、仕事における身体活動の相
互作用も有意であり、血圧値が同じであっても運転手は車掌に比して冠動脈疾患の発症率
が高いことが示されました。すなわち、5 年間で 100 人の男性に対して 8.5 人対 4.7
人でした（図 4）。
運動生理学のエキスパートであるサミュエル・フォックスは 1960 年代の終わりにモ
リスの研究を初めとして当時行われた住民研究をまとめたレビューを発表しました。多く
の研究が身体活動が虚血疾患の予防に有効であることを示している中で、ロスアンジェル
ス市の職員の中では中等度から高度の身体活動を必要とする職と身体を動かすことが比較
的少ない座り仕事の部門で心疾患の頻度に差が見られていないことを示しています。市役
所における住民サービスはデスクワークが多くてもいずれも重労働であるとの見解が述べ
られていますが、身体活動の有効性に関する結論は慎重であらねばならず、今こそその確

図 4 1949‒1958 年の 10 年間にロンドンのバス会社で
見られた心筋梗塞による相対的死亡数（ジェリー・モリス等の研究）

棒グラフは左から、30 歳半ばから 40 歳半ば、40 歳半ばから 50 歳半ば、50 歳半ばから 60
歳半ばの車掌（網掛け）に対する運転手（白抜き）の相対的死亡数。いずれの年代においても運転手
の死亡率は車掌より高い。出典：文献 3 より改変
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証を積極的に求める時だと述べています。
また、肉体労働に従事する労働者は虚血性心疾患による死亡率が高く、頚動脈硬化症に
罹患するリスクが高いことも指摘されています。生理学的には 1 日に何時間も身体を動
かし続けたり、座ったままの仕事を続ける場合、血管内に乱流が持続して血管壁に対する
ずれ応力が増大して血管壁に炎症反応が誘導され、動脈硬化性病変が進行する原因となり
ます。このような職業的にもたらされる急性の有害作用は、仕事以外の時間における身体
活動で心臓呼吸器系のフィットネスを増進し、日常生活における心拍数と血圧を減少させ
ることによって改善させることができると考えられます。心拍数が低下すると心周期で拡
張期が延長し心筋の血液灌流が増加します。その結果、血管内乱流や壁のずれ応力も減少
して炎症や動脈硬化のリスクも減少することになります。
過激な肉体労働を強いられ職場において心血管系の緊張が続く場合には、喫煙、高血
圧、余暇の時間の運動不足などの良く知られている危険因子が加わるとその影響は特に大
きくなります。従って、これら心血管病と総死亡に対する危険因子は職場における身体活
動のレベルの違いによって異なった影響をもたらす可能性があります。そこでデンマーク
で は、1970 年 か ら 1971 年 に 年 齢 40 か ら 59 歳 で あ っ た コ ペ ン ハ ー ゲ ン の 男 性
5,249 人を対象にした前向きのコホート研究が開始され、30 年間の追跡が行われまし
た。参加したのは、鉄道、道路工事、軍隊、郵便、電話、税関、国立銀行、医療産業など
14 の多岐にわたる企業でした。これらの人達を 30 年間追跡した間におよそ 3 分の 2
の人が亡くなりました。この場合、積極的な運動習慣によって虚血性心疾患リスクの減少
が見られたのは仕事場での肉体負荷が非常に大きい人達だけで、中等度の筋肉労働に従事
している人たちでも中等度の運動習慣で虚血性心疾患の死亡の十分な減少効果が見られま
した。従って、虚血性心疾患や全ての原因による死亡のリスク、また運動習慣や余暇の身
体活動が健康維持に及ぼす影響は全ての労働者で同一ではなく、虚血性心疾患の予防対策
はそれぞれの人がどのような仕事に従事しているかを考慮した上で個別的に決めなければ
ならないことが提唱されました。

４．スポーツの推進
今は充実した社会生活を送るために健康が如何に重要であるかということが広く認識さ
れて来ました。町を歩いてみるといたるところにスポーツジムを見かけますし、テレビ、
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新聞、雑誌などの広告で運動器具の宣伝を見ない日はありません。これも多くの人達が生
きる上で健康が如何に大切であるかということを意識し始めた一つの証だと思います。厚
生労働省は、2006 年に健康づくりのための運動指針（エクササイズガイド 2006）、
健康づくりのための運動基準などを策定して運動施策の推進に努めています。
健康日本 21 では、高齢者の身体活動に関しても指針が述べられています。現役を退
いた高齢者は、社会的役割が減り自分自身の生きる目標を見出しにくくなることから、社
会的な関わりが少なくなり家に引きこもりがちになります。このような状況は高齢者の日
常生活を非活動的にし、身体的生活機能のみならず、精神的および社会的な生活機能をも
低下させる大きな要因となります。高齢者に関しては、日常生活の中で外出、地域活動、
福祉活動、文化的な学習活動、趣味活動などに積極的に参加して少しでも機会あるたびに
身体活動を増加させるように努めることが奨励されています。平成 11 年に行われた
「高齢者の日常生活に関する意識調査」（総務庁）によると、60 歳以上で積極的に外出を
するように努力している人は男性では 59.8％、女性では 59.4％に過ぎません。この割
合は年齢が高くなるにつれて低くなり、80 歳以上では全体で 46.3％となります。健康
日本 21 では、今後 10 年間でこの割合をそれぞれ 10％上昇させることを目指し、60
歳以上では男女とも 70％、80 歳以上では 56％とすることが目標としてあげられてい
ます。
21 世紀に入ってから我が国の多くの大学でスポーツ健康科学部という新しい学部が設
立され、健康 ･ 予防医学、運動生理学 ･ スポーツ心理学、スポーツを社会的な視点で捕ら
えるスポーツ社会学などに関わる健康の増進やスポーツの社会的発展に寄与・貢献できる
多様な人材の育成が始まっています。大阪にはスポーツ健康援護協会という NPO 団体が
あって、高齢者に対する寝たきり防止、中高年や子供の健康に関する社会環境の普及、ス
ポーツ実践者のための知識と技術の普及、地域スポーツクラブの育成などに関するサポー
ト活動を全国各地で行っています。
世界保健機構（WHO）も、「食事、運動、そして健康に関するグローバルな戦略」と
いうプログラムを展開しており、規則正しい運動習慣が世界中で増加している慢性疾患予
防の鍵となること、WHO が行っている少なくとも 1 日 30 分の運動をしようという呼
びかけに世界中で 60％の人が応じていない現状で、この最小限の運動勧告に応じないと
心血管系のリスクが 1.5 倍に増加すると訴えています。身体活動の増進は大衆に根ざし
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た多面的、多学的および文化的な取り組みであることを示唆して個人のレベルではなく社
会的に運動の推進を図ることを奨励しています。
運動不足による医療費の増加はアメリカだけでも年 750 億ドルに達しており、アメリ
カ政府は 2008 年に初めて身体活動に関するガイドラインを公表して 21 世紀に健康的
な社会を作るための最も大きな標的として運動を奨励することを定めました。ガイドライ
ンでは、運動によって健康を効率よく改善するためにはどのような運動をどの程度行えば
よいかが示されています。また、医療介護を提供する医師、看護師、医療事務者などが、
どのように運動をすればよいか、正しい運動のタイプや運動外傷の危険をいかにして減ら
すかなどのアドバイスを適正に行って規則正しく運動を続けることをサポートをすること
も目的としています。医学教育のなかにも運動指導に関する教育が取り入れられようとし
ています。単に身体活動を奨励するだけでなく社会的にコミュニティーレベルで組織環境
を整備することの重要性が述べられています。アメリカではホワイト ･ ハウスには「健康
法とスポーツに関する大統領審議会」が設立されており、全てのアメリカ人が年齢やバッ
クグラウンドに関係なくスポーツを通じて身体活動と健康を促進する努力が続けられてい
ます。
心 血 管 系 疾 患 に 関 す る 世 界 的 な ネ ッ ト ワ ー ク と し て 世 界 心 臓 連 合（WHF: World
Heart Federation）という組織があります。186 の国が参加しており、心疾患と脳卒
中の予防と治療によって世界中の人たちがより長くより豊かな生活が送れる（help
people achieve a longer and better life）ように援助の手を差し伸べることを目的と
しています。さて、2000 年のシドニーオリンピックの機会に、WHF は世界ハートの日
（World Heart Day）を設立しました。それは、世界中の人たちに心臓病と脳卒中に対す
る関心を呼び起こし、健康なライフスタイル、運動、スモークフリーの環境、健康な食
餌、体重のコントロールを奨励して心疾患のリスクを減少させることを目的とするもので
した。世界ハートの日は毎年 9 月最終日曜日と決められており、毎年新しいテーマが掲
げられていますが、最初の年のテーマはオリンピックの最中のこともあって「運動」
“Physical Activity” でした。見るだけではなく「自ら身体を動かそう」“Let it beat” と
いう合言葉が交わされました。世界ハートの日は嘗て地球上で行われた心血管系疾患の予
防キャンペーンの中で最も成功した取り組みであると高く評価されています。WHF は世
界ハートの日を通じて人々の心血管系疾患への関心を呼び起こすことを究極の成果と考え
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ています。これまで世界ハートの日は UN、UNESCO、WHO、UNICEF、UEFA など
影響力の大きい国際機関と協力して行われてきました。世界ハートの日に関しては学術的
な立場からも、アメリカ心臓学会の機関誌 Circulation が過去 2 度にわたって取りあ
げ、世界ハートの日に関する歴史的背景、世界ハートの日が与えるインパクト、その将来
像に関して詳細なレビューが述べられました。我が国もこの運動に 2005 年から参加し
ており、毎年、活動を続けています。2012 年度の世界ハートの日のテーマは “One
World, One Home, One Heart” と決められて、心血管病の克服は先ず家族活動を拠点
として家庭から始めなければならないことを呼びかけ、各地で、講演会や「健康ハート
ウォーク」など様々なイベントが行われました。
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感染症あれこれ（Ⅵ）

天然痘予防接種：種痘物語
今西二郎＊
ジェンナーによる種痘の発明
現代西洋医学は、極端な言い方をすると、治療医学であり、予防医学には、あまり貢献
してこなかった。しかし、それでも現代西洋医学が確実に貢献した予防医学の一つに、予
防接種をあげることができる。予防接種の最初の成功は、天然痘（正式には痘瘡）の予防
接種、すなわち種痘である。種痘は、イギリスの医師、エドワード・ジェンナーの発明し
たものである。
ジェンナーは、多くの天然痘患者を観察していた。その結果、次のようなことが、わ
かったのである。すなわち、ウシの天然痘（牛痘）にかかった乳しぼりの女性は、ヒトの
天然痘にはかからない。このことから、ジェンナーは、人工的にウシの天然痘にかかるよ
うにすれば、もはやその人はヒトの天然痘にかからずにすむのではないかと考えたのであ
る。このヒントをもとに、ジェンナーは、牛痘液をいろいろと工夫し、ついにワクチンと
して使えるものを開発することができた。しかし、これが本当に天然痘の予防効果がある
かどうか確認する必要がある。
そこでジェンナーは、1796 年 5 月 14 日、まだ天然痘にも牛痘にもかかったこと
のない 8 歳のジェームス・フィップス少年にこのワクチン液を接種してみた。幸いにし
て、軽い水疱ができただけで、そのほかの副作用はみられなかった。しかし、これだけで
は、ワクチンの効果があったかどうかはわからない。そこで、牛痘の水疱が完全になく
なった後の 7 月１日に、天然痘患者の水疱液を接種したのである。この水疱液中には大
量の天然痘ウイルスが含まれているので、接種すれば、ほぼ確実に天然痘になるはずであ
る。結果は大成功で、接種後、何の皮膚病変もその他の天然痘の症状もあらわれなかった
のである。さらに、数か月後にもう一度、天然痘の水疱液を接種したが、やはり何の病変
もみられなかった。1798 年に、天然痘予防接種の 23 症例が報告されると、たちまち
大反響を呼び、あっという間にヨーロッパ全土、さらにはアメリカへとこの種痘法は広
明治国際医療大学教授（統合医療学）、京都府立医科大学名誉教授（免疫・微生物学）

＊
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まっていったのである。
種痘のことを英語で vaccination といい、その材料である痘苗（ワクチン液）のこと
を vaccine という。現在では、vaccination は種痘の意味にとどまらず、予防接種全般
を意味し、vaccine も痘苗だけでなく、広くワクチンの意味として使われている。

種痘法をわが国に広めた江戸時代の医師たち
ジェンナーによって種痘法が発明された当時の江戸時代は、わが国は鎖国していたので
あるが、それでも、長崎の出島に来るオランダ医師から、この偉大な発明がわが国にも伝
えられたし、さらに清国から直接、すぐに情報が伝えられた。しかし、種痘を行うにも肝
腎の種痘の接種材料である痘苗を手に入れることは、困難であり、かなりの年月を要する
こととなった。
わが国に最初に、痘苗が入ってきたのには、全くの偶然の機会であった。すなわち、蝦
夷地にいた中川五郎治の乗っていた船が難破し、ロシアに捕らえられた。彼は、そこで種
痘法の存在を知ることとなる。そして、痘苗を手に入れて、わが国に持ち帰り、1812
年、種痘法が初めて試みられ、成功したのである。やがて、種痘法は北海道で普及して
いったが、彼の死後、種痘法は完全に途絶えてしまった。これとは別に、何人もの医師、
特に蘭方医がなんとか痘苗を手に入れようと努力していた。しかし、日本に運ぶ途中で不
活化してしまったりして、なかなか成功しなかった。佐賀藩の医師、楢林宗建が、数々の
努力の末に、1849 年にやっと、バタビアからオランダ医師モーニッケの許に痘苗が到
着した。この痘苗は、生きた牛痘ウイルス（生ワクチン）が含まれているので、このウイ
ルスを生かし続けておくためには、ヒトからヒトへ植え継ぐための接種が必要であった。
そこで、楢林宗建は自分の息子を含め 3 人の子供に接種した。その結果、自分の息子に
だけ、痘苗が感染したという。痘苗を絶やさないようにするためには、次々と子供を集め
て、植え継いでいかなければならない。親を説得して、子供に接種するのであるが、それ
にはなみなみならない苦労があったようである。
種痘法は、その後、急速に全国各地に広まっていった。同年 8 月には、佐賀で、10
月には京都に日野鼎哉や笠原良策により除痘館が、楢林宗建により種痘所が設けられた。
そして、11 月には大阪に緒方洪庵らにより除痘館が設けられ、種痘法が普及していっ
たのである。1858 年には江戸お玉ケ池に伊東玄朴らの奮闘により、種痘所が設けられ
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た。これにより、種痘が定着するのに大きい役割を果たしたのである。そしてこの種痘所
は、やがて西洋医学所となり、大学東校を経て、現在の東京大学医学部へとつながるので
ある。このように、種痘は、単に天然痘の予防だけでなく、わが国の近代医学の導入にも
大きな貢献したことになる。

天然痘根絶宣言
このような先人医師たちの努力で、種痘が普及し、急速に天然痘患者は減っていった。
そして、第二次世界大戦後間もなくして、先進国では天然痘患者はもはやみられないよう
になっていった。しかし、東南アジア、アフリカ、中南米などではまだまだ多くの患者が
みられた。そこで、1967 年世界保健機構（WHO）は、天然痘の根絶作戦に乗り出した
のである。それは、徹底的に患者の有無を調べることから始まる。調査地域の住民をくま
なく調べ、また住民が患者を見つけたら報告させるのである。もし患者が見つかればその
地区の住民全員に種痘を施す。これを、徹底してくり返すことにより、しだいに天然痘
の患者をなくしていったのである。ついに、1979 年ソマリアの患者を最後として、も
はや天然痘の患者は見つからなくなった。そして、1980 年 WHO は「天然痘根絶宣言」
を発したのである。
WHO の根絶作戦が成功したのには理由がいくつかある。一つは天然痘には不顕性感染
がないことである。すなわち、天然痘は感染すれば 100％発症するのである。不顕性感
染の場合、多くは健康保因者となり、知らず知らずのうちに周囲に病原体をまき散らすこ
とになる。また、不顕性感染は、一見して感染しているかどうかはわからない。抗体など
の検査をして初めて感染しているかどうかがわかるのである。したがって、感染が確認さ
れた時点では、すでに周囲に多くの感染者を出していることになりかねない。その点、天
然痘では感染すればすべて発症するので、患者さえ確認すれば隔離などの手段もとれる
し、いち早く種痘を行い周囲への感染を防ぐことができる。第 2 の理由としては、種痘
という天然痘の確実な予防法がすでにあったことである。第 3 の理由は、天然痘がヒト
固有の（ヒトにしか罹らない）病気であることである。人獣共通感染症だと、ヒトだけで
なく、動物にも対象を広げる必要があり、現実には天然痘の根絶作戦など不可能に近いと
いえよう。
以上のような理由で、WHO は人類史上初めて人の手により病気を根絶することができ
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たのである。ジェンナーの種痘の発明が契機となって、次から次へといろんなワクチンが
開発され、私たちは多くの感染症に罹らないで済ますことができるようになったのであ
る。

Random Scope
ヒト単一細胞での遺伝子変異の検出が可能になった
これまで少量の DNA ゲノムの塩基配列決定には、試験管内増幅が必須であった。この度新た
に、ヒト単一細胞の微量 DNA ゲノム（10－12、10 兆分の 1 グラム）でも、塩基配列決定を可
能 に す る 複 数 ル ー プ 増 殖 法、MALBAC（Multiple Annealing and Looping-Based
Amplification Cycles）が開発された。ヒトのがん細胞株、SW480 を 20 世代に亘って、新
たに生じた遺伝子変異を追跡した結果、DNA の挿入、欠失、重複変異の他に 1 塩基変異を高頻
度で検出した。なお 1 塩基変異に関しては、これまでの結果とは異なり、同種塩基対置換（ト
ランジション）よりも異種塩基対置換（トランスバージョン）の高いことが示された。
将来、体細胞分化の過程で、単一細胞 DNA ゲノム解析が行われることになれば、遺伝子の動
的な姿が解明されることになるものと期待される。
（Yan）
Zong, C. et al.: Genome-wide detection of single-nucleotide and Copy-number
variations of a single human Cell. Science 338, 1622-1626 (2012)

Random Scope
ヒト精子単一細胞の DNA ゲノム解析が染色体の組換
え能と異数性との関連を示した
生殖細胞形成時には、両親に由来する相同染色体間で多数の組換えを行った後に、染色体数を
均等に分配して、体細胞の染色体を半減する。早速、新しく開発された複数ループ増殖法
（MALBAC）を用いて、40 歳代後半の一人の男性の 99 の精子につき、各単一細胞の DNA ゲ
ノムを解析した。その結果、常染色体の遺伝子転写開始領域以外で、相同染色体間の高い組換え
能が検出されたが、染色体数の増減した異数体では、組換え頻度が低下していた。
（Yan）
Lu, S. et al.: Probing meiotic recombination and aneuploidy of single sperm cells by
whole-genome sequencing. Science 338, 1627-1630 (2012)
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漫画冊子「ママと呼んでほしいから」の製作にかかわって

本庄

巌＊

最近頼まれて新しい医療を PR する漫画冊子の製作に関わる機会があった。実はそれ
まで私は漫画を少し馬鹿にしていて、電車の中などで漫画を読んでいる若者を見ると、一
体頭の構造はどうなっているのだろうなどと思っていた。しかし冊子制作の作業をみてゆ
き、完成した冊子を手に取るうちに、メディアとして漫画もなかなかあなどれないと感じ
るようになった。
冊子のテーマは人工内耳という劇的に聴こえを獲得できる新しい医療の紹介で、私自身
この医療に二十数年前から携わってきて、機会あるごとにこの医療の普及に努めてきた。
実は漫画冊子のアイデアを出したのは、ご自身が二十歳ころから難聴が急速に進み人工内
耳で聞えを再獲得した女性で、人工内耳の会社の広報係として日本中を講演して回ってい
る人物であった。日本での人工内耳の普及を願う会社と私自身の希望、そして彼女のそれ
までの PR 活動の経験から、漫画の冊子製作に至ったものである。大げさに言えば、私
は人工内耳が普及してわが国の TV の手話ニュース番組が無くなる日が来るまで、こう
いった努力を続けなければならないと思っている。ちなみにこの医療の費用は初めの頃は
自動車一台分と高額であったが、現在では保険化されて本人の費用負担は殆んどない。ま
た手術はアメリカでは日帰りになりつつある。
さて最初に作ったのは「孫の声が聞きたくて」というタイトルの PR 冊子であった。
かねて私はお年寄りの難聴が周囲との対話の機会をなくし、老人の孤立化につながると案
じていたので、先ずは老人向けのものをということでスタートした。冊子の大筋のストー
リイは彼女が考え、それを漫画家がセリフ入りの粗いスケッチに仕立てたものが私のもと
に持参された。あるお爺さんの難聴が進み、遂には言葉の聞き取りができなくなって家に
閉じこもり孤立を深めて行く様子や老人の孤独感は文章よりも視覚に訴える漫画のほうが
より直接的であると感じた。しかし彼は孫の声を聞きたい一心で手術を受けて聞こえを回
京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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復し、以前の生き生きとした日常を取り戻すハッピーエンドになっていた。私はストーリ
イの大筋には手を付けることはなく、医学的な面で少し訂正を申し入れただけであった。
次は今回の漫画冊子の本命といえる生まれつき耳が聞こえない子供に対する人工内耳の
PR 誌であった。冊子のタイトルは「ママと呼んで欲しいから」という母親の願いを込め
たもので、前回と同じくセリフ入りのラフスケッチが私のもとに持参された。しかし今回
は先天性の重度難聴児のケースであり、手術に至るまでには幾つかのステップが必要に
なってくる。現在赤ちゃんが生まれると先ず産院で聴覚の新生児スクリーニングを受け
る。これは音に対する脳波の反応から難聴の有無を判定する方法であるが、もし難聴の疑
いがもたれた場合、耳鼻科の専門病院で再度精密検査を受けることになる。そして重度の
難聴が発見された場合、その難聴の程度に応じて補聴器で行くか人工内耳を装用するかを
決めなければならない。
ちなみに先天性の重度難聴児は 1,000 の出産に一人の割合と決して多くはないが、人
工内耳が実用化するまでの時代ではその子の人生はほぼ決まっていた。すなわち聾学校に
入学し、よほどの場合でない限り大学進学は不可能であった。しかし 30 数年前オース
トラリアの国家プロジェクトとしてこの人工内耳が開発され、その後改良を重ねた結果、
今日では 80～90％の言葉の聞き取りができるようになり、幼児期に人工内耳の装用を
開始すれば殆んどのケースが普通学級に入学して大学の卒業も可能になっている。ちなみ
にこの冊子を企画した先の女性の人工内耳での言葉の聞き取りは、老人性難聴が進みつつ
ある私よりもはるかに優れている。
漫画のストーリイは初めて生まれた可愛いい女の子が、難聴を疑われ大学病院での精密
検査で音に全く反応しないことが明らかになる。それを知らされた母親はどうして帰宅し
たか憶えていないほどに混乱し打ち沈んでしまう。この時の母親の絶望感は漫画という視
覚映像ならではの説得力をもっている。やがて夫婦はその子に何ができるかを真剣に相談
し、最終的に人工内耳の手術を受けることを決断する。手術は無事に終わり、人工内耳を
介して内耳に電気信号を入れる「音入れ」の段階でその子は初めて音というものを聞いて
泣きさわぐ。しかしその後のリハビリで言葉を学習して行き 2 歳の時、母親は念願の
「ママ」と呼ぶその子の言葉を聞くことができた。この冊子の最後の場面は中学生の弁論
大会で彼女自身が重度難聴児として生まれたことを告白するところから始まる。それほど
に級友も彼女のハンデイに気づいていかなかったといえる。彼女のスピーチは人工内耳を
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選んでくれた両親の愛情に感謝する所で終わるが、
これらの場面でも漫画という映像がより直接的に少
女の思いを伝えていることが分かる。なおこの冊子
は一万部ほど刷られ、全国の大学病院や主要な病院
に配布されている（図 1）。
はじめに述べたように私は漫画というものを少し
馬鹿にしてきた。そのわけはあまりにも分かりやす
いということであった。文字や言葉で伝える方法に
比べ、より直接的に感情に訴える方法が何か軽いも
ののように思えたのだろう。しかし考えてみると日
本には古くから絵巻物という伝統があり、これはい
わば劇画ないしは漫画なのである。平安時代の源氏

図1

漫 画 冊 子「 マ マ と 呼 ん で
ほしいから」の表紙

物語絵巻に始まり信貴山縁起絵巻や伴大納言絵巻あ
るいは鳥獣戯画など枚挙にいとまがないほど、漫画文化の国なのである。絵巻を開いてゆ
くと生き生きとした動きの画面とそれに添えられたセリフや説明文で次々に物語が展開す
る。この伝統は現代にも生きていて日本発の劇画や漫画は外国でも人気の由である。情報
の伝え方として私たちは文字、音声、映像と幾つかの手段を持っているが、今回はからず
も漫画冊子の製作に関わって、分かりやすくかつ簡便な漫画という方法もその中に入れて
もよいのではないかと思うようになった。

Random Scope
内耳有毛細胞の感覚糸の特殊な構造が遺伝性難聴に関係する
聴覚と平衡感覚は、内耳の有毛細胞で、音や動きの機械的刺激を電気的信号に変換して生じて
いる。有毛細胞の感覚糸は、その末端で二つの特殊なカドヘリンで形成された細いフィラメント
が相互作用して、逆並行ヘテロ二量体を形成している。この複合体には機械的強度があるが、
Ca++ を除去すると不安定化する。遺伝性難聴に関する突然変異は、この複合体領域の機能に影
響するものと考えられる。
（Yan）
Sotomayor, M. et al.: Structure of a force-conveying cadherin bond essential for
inner-ear mechanotransduction, Nature 492, 128-132 (2012)
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ノルウェー紀行－森と湖の国の健康志向－
竹下

賢＊

訪問する以前、ノルウェーは北欧 3 国（その他はスウェーデンとフィンランド）の西
端にある王国であり、スカンディナヴィア半島でスウェーデンと隣り合わせの国だと漠然
と認識していた。しかし、実際に地図を確かめてみると、国境を接している国はそれ以外
にも、フィンランドとロシアがあった。つまり、スウェーデンは半島をノルウェーと分け
合っているのではなく、北の部分は東のフィンランドが張り出していて、さらにその北の
北海沿岸にはロシアが出張っているという配置なのである。また、ノルウェーは半島を等
分にスウェーデンと分け合っているというわけではなく、スウェーデンの領土がかなりの
部分を占めている。それでも、ノルウェーの面積は日本より少し広いぐらいで、ほぼ同じ
であるが、人口は 480 万人、日本の 25 分の 1 程度というから驚きである。しかし、
スカンディナヴィアの 3 国はともに人口密度が低く、こちらの人から日本をみれば、平
均的に人口密度が高く、しかも都会に集中したがる不思議な国と写ることであろう。
ノルウェーは初めての訪問であるだけに、私としては興味深々であったが、往路の飛行
機でドイツに向かう大阪上宮高校の修学旅行生と同乗して、彼らからなぜそのような辺境
の国に行くのかといった風な質問を浴びせられて、一般にはそんなものかと思い知った。
それにしてもこの高校は、修学旅行でドイツに行くとは随分と進んでいる。フランクフル
トとベルリン、それにドレスデンを回り、協定先の現地高校と交流するというが、アメリ
カやイギリスではなくヨーロッパに行くというのが校風の教養の豊かさを思わせ、フラン
スではなくドイツに行くというのも質実さを感じる。費用もかかろうが、修学旅行でヨー
ロッパに行くというのは、日常生活でつねにアメリカを意識させられる今の日本にとって
は、国際感覚を磨くためにももっと普及していい学校行事だという気がした。
さて、ノルウェー訪問は、ノルウェー大学のグンネル・テルネス教授が 2012 年 11
月 4 日に「自然・文化・健康、その相互作用」というテーマの国際シンポジウムを主催
し、そこに大阪産業大学の若井郁次郎教授とともに招待されたことによる。テルネス教授
関西大学教授（法哲学・環境法思想）
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とは JCSD（科学進歩日本委員会）の国際ネットワークの関係ですでに知己の間柄であ
り、2007 年に京都で開催した KIF2007 シンポジウム「森を見つめなおす－文化とし
ての自然－」でも、森林と健康の関係について公衆衛生の立場から「ノルウェーの文化と
森の保全－健康増進との関係－」という演題で講演をいただいた（本誌、Vol. 22 No. 2、
164 頁以下に掲載）。スライドを通じてみるノルウェーの自然の美しさに一同感銘した
ことを思い出す。話を戻すと、オスロ空港に着いたのが、11 月 2 日の夕刻。空港はガ
ラスと鉄骨だけで作られたような建物で、素朴ながらヴァイキングの末裔らしい武骨さが
感じられたし洒落てもいた。
上記の国際シンポに続いて、2 日間の国内シンポジウムが「公衆衛生としての自然と
文化」をテーマに開催されるのだが、我々が泊まったのは、その会場となった、オスロ郊
外のアスケル村にある会議専用のホテルであった。到着日の翌日は、ディナーへの招待が
あるだけで夕刻まで予定がなかったので、鉄道を利用せず、ホテル近くから直接オスロ中
央駅のターミナルへバスで出かけた。所用時間は 1 時間弱とかなり便利であったが、市
内交通機関の 1 日乗車券を購入するのに自動販売機と格闘するはめになり、それで 1 時
間以上も時間を無駄にしてしまった。結局、自動販売機では買えず、コンビニでその券を
買えることが分かったが、故障はよくあるとはそこの店員の弁であった。トラムで市庁舎
へ向かい、まずノーベル平和賞博物館に入る。そこでは、特集と受賞者すべてのパネル動
画が主たる展示であり、特集のテーマはガンジーと最近の受賞者のリベリア女性陣であっ
た。つぎに、市庁舎へは海側から入ったが、そこは一般市民ギャラリーになっていて、オ
スロのおばさんの個展が準備中でスタッフが忙しそうに働いていた。反対側が本来の入り
口で、大ホールの正面に石板画レリーフがあり、周りにも小規模だが同様の部屋が配置さ
れていて、大理石主体の大規模で豪快な内装であった。
昼食のために、オペラ劇場近くの中心街へと歩いた。そこのショッピング・モールの建
物に入ると、その内部にビルの連絡通路がメイン・ストリートのようになっていて、暖房
された中で買い物や食事ができるようになっている。おそらく、そうした工夫は北国の諸
国の通例であって、私の体験したベルリンなんかに比べると、オスロなどは数段に規模が
大きいようであった。昼食後、国立美術館を訪れた。特別展は、ノルウェー生まれのノル
テの作品のみを展示していた。その作品は、同時代のオーストリアの画家、エゴン・シー
レのものに似ていて、それをけばけばしくした感じであった。興味深かったのは、ノルテ
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が日本とパプア・ニューギニアを訪問して、作品を残していたことであった。この美術館
の自慢は、何と言ってもムンクの作品群である。2 階の 1 部屋にムンクの作品だけが
10 点以上も陳列されていて、もちろん「悲鳴」と「マドンナ」も含まれている。外国の
美術館ではいつもそうだが、人があまりいない中で、世界遺産級の作品をゆっくり鑑賞で
きた。その他で注目した作品としては、この年末に日本でも作品展が開催されたエル・グ
レコの 2 点であったが、一般的に言って、この美術館は中世からの主だった画家の作品
は一通り揃えていて、国際的にみても十分に水準を越える収蔵であった。
滞在 3 日目は午後に国際会議があるが、午前に我々はテルネス教授の弟で版画家であ
るロアルト氏に、南部ノルウェー観光に連れてもらった。オスロはスカンディナヴィア半
島の南西端の東よりに位置するが、ドライブ観光は、その近郊のアスケルからノルウェー
の第二都市である西岸のベルゲン近くまで海岸沿いに北上し、帰りは山間部に入って帰還
するという行程であった。まさに森と湖の国を体験するとともに、人口密度の低さも実感
した。この国の名所に海岸のオスロ・フィヨルドがあるが、その特徴について、かなり入
り組んだ海岸線で、しかもその線をたどると一部が途切れて島になっていると説明された
が、その通りであった。森の野生動物は、狐や狼、熊で、熊は最近スウェーデンから追わ
れてきたものが被害をもたらしているとのこと。畑では、麦、いちご、リンゴなどが栽培
されていて、羊の牧畜が盛んである。帰還して、アスケル駅前の文化センターで地元芸術
家作品展を見に立ち寄ったが、マイクロ・スコープで画像を作成する女流芸術家の展示の
横で、夫君が自家製の蜂蜜製品を売っていて、ロアルト氏はそれを買っていた。ノル
ウェーらしいと思った。
テルネス家はアスケル近郊の湖畔に別荘を持っていて、そこを研究所兼レストランとし
て開設している。この自然文化健康研究所が国際会議の会議場であるが、開催前の 1 時
からレストランで食事があり、メニューはサラダ 2 種とアップルパイ、それにデザート
としてワッフル、またリンゴジュースとパンがついていた。まことにヘルシーな、しかも
地産食材の料理であったが、日本人には食べきれない量で、すべてお代わりは断った。2
時から別棟研究室の 2 階で国際会議が始まったが、その日は日曜日ということもあって、
湖畔のハイキングを楽しむ家族連れで溢れていた。その場所から、さらに山を登ることも
できるし、森に囲まれた湖を一周するハイキング・コースを選ぶこともできる（写真 1）。
まさに森の健康法を実践している人々に囲まれて、「森と健康」の研究所が建っている
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（写真 2）。
4 日目は午前十時から、アスケル村の会議専用ホテルでの国内シンポジウムに参加し
た。どうも内容は、自然文化健康研究所の一般向き宣伝のための企画らしく、隣に座って
いた女性はアウト・ドア企画会社の社員で、森林の健康ツアーの重要性を話していた。ス
ピーカーの多くは聴衆を楽しませる話をしていて、全体として 200 人ほどだが、女性が
多かった。夜は百人ほどのディナーとなったが、市長挨拶は女性が行っていた。ここで思
い出したのが、オペラ劇場の横にあったイプセン像。その作品である「人形の家」はノラ

写真 1

写真 2
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研究所前のハイキングコース

研究所とレストラン（左）

という女性の自立物語であったと記憶するが、そうした啓発の結果、ノルウェーは女性進
出の先進国になっているかも知れない。その後進国である日本は、この点でもこの国に学
ぶべきであろう。
夜のディナーでは、リハビリ施設のドクターである男性と隣り合わせたが、興味深い話
を聞くことができた。日本では北欧の福祉国家といえば、第一にスウェーデンが挙げられ
るが、それについてどう思うかと尋ねたところ、スウェーデンが日本に知られているから
そう思われているだけであって、現状は異なっていると言う。かつても福祉国家として同
等であったが、それを経済が支えるということからすれば、スチールのスウェーデンとし
ての昔の経済力は、いまや海底油田のノルウェーに取って替わられていて、出稼ぎがス
ウェーデンから来ている状態である。ちなみに 2011 年の 1 人あたり国民所得でノル
ウェーは世界第 2 位、スウェーデンは第 6 位、日本は第 14 位である。こうしたことを
背景に、福祉の実績はノルウェーの方が高いとのことであった。また、専門の話としては、
この国では病気欠勤への対策が進んでいて、平均 1 年の療養休暇を取ることができ、し
かも復帰のために無料リハビリが提供される。軽い場合は、4 週間のプログラムが組ま
れるが、その初週は森でのキャンプと、焚火を囲んでの自己紹介だという。まさにここに、
テルネス教授が言う「コミュニケーション参画治療」が組み込まれている。
5 日目の朝、列車で空港へと向かったが、遅い夜明けを車窓から眺めたところ、ムン
クの「悲鳴」に描かれたピンク色の空を部分的に見つけた。全体的に空は、オレンジ色の
色調であったが、かの絵の空の色はフィクションではなかったのかも知れない。


2012 年 12 月
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米国一般外来緊急治療室体験記
秋山麗子＊
はじめに
米国（カリフォルニア州パサデイナ）に居を定めまして以来 40 余年、その間「病気
のデパート経営者」？よろしく、様々な病気を次々に仕入れて来た私ですが、この国の医
療制度乃至は医療保険制度についての知識は殆どないまま、ドクターと病院スタッフにす
べてお任せ。一昔前に流行った藤圭子の演歌、「♪いのち預けま～す♪」よろしくの日々
を過ごして参りました（こんな古い演歌、若い方はご存じないでしょうね？）。これから
お話申し上げるのは、私が一患者として、昨年九月、居住地パサデイナの Huntington
Hospital 一般外来 Emergency Room（緊急治療室）に一晩入院を余儀なくされました
折に垣間見た、米国の格差社会の一面です。それにつけても、3 億を超える全人口の 6
人に一人が無保険と言われるこの国で、貧困層に対する医療は一体どうなっているのだろ
うかと思わずには居られません。

（1）腸閉塞の発作により一般外来緊急治療室の患者となる：2012 年夏、南カリ
フォルニア一帯は、7 月以来 3 ヶ月以上に亘り、気象観測史上稀と言われる熱波に見舞
われました。パサデイナを含む山あいの地域は特に厳しく、まさに酷暑そのものでした。
例年ですと、屋外がフライパンで炒られるような暑さであっても、湿気が殆どないため比
較的凌ぎ易く、更に豊かな緑陰の恩恵もあって、冷房が完備していなくても、室内で苦痛
を感ずることは殆どなかったのですが、その夏ばかりは例外でした。湿度が何と日本並の
高さだったのです。屋外は 40 度近く、室内でも 35 度を超える気温に加えて日本並の
湿度とあっては、譬え健康な若いひとであってもたまったものではないでしょう。まして
や私のような後期高齢者は正に気息奄々、生きているのがやっとと言った状態でした。そ
んな折も折、9 月も半ばを過ぎたある日のことです。酷暑に痛めつけられた身体が、も
うこれ以上は耐えられないとでも言うように、ストライキを起こしてしまったのです。開
在米日系企業コンサルタント（人事管理とビジネス分野の翻訳）

＊
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腹手術の経験者によくあると言われる腸閉塞（もどき？）の発作でした。
午後 6 時近くだったでしょうか、夕食の支度をしようと台所に立った折のことでした。
下腹部に突如、間歇的が激痛が走るようになったのです。この激痛は、私には身に覚えの
あるものでした。過去二度にわたる大掛かりな開腹手術以来、何度か経験したことのある、
いわばお馴染の症状だったのですが、これまでの例ですと、ベッドに横たわって 2 時間
ほど痛みを我慢すれば、最後に吐き気が来て、胃の中のもの（実際には殆どカラッポで、
出てくるものと言えば、酸っぱい胃液とか苦い粘液くらいのものですが）を全部吐き出し
てしまうと、徐々に落ち着くのが常でした。ところが、今回の発作は極めて執拗で、夜半
近くに至るまでの数時間、四回嘔吐を繰り返したにも拘わらず、なお延々と間歇的な激痛
が治まらず、その苦しさは言語を絶するものがありました。
私の苦悶を見るに見かねた主人が、救急車を呼ぼうかと言い出しました。昼夜の別なく
けたたましくサイレンを鳴らして駆けつける救急車は、この夜半、ご近所にとっては甚だ
迷惑なことでしょうし、それに、いくら保険がカバーしてくれるからと言って、一回につ
き約$1,500 というお値段は決してお安いものではありません。結局自分の車で、
Huntington Hospital の一般外来 Emergency（緊急治療室）に行ってみようというこ
とになったのでした。病院は私どもの家からは眼と鼻の先ですので、車で 10 分もかか
りません。私としましては、このまま憂き世にオサラバできるのなら、それはそれで結構
という気分だったのですが、このまま死んだのでは、日頃望むところの “ 平穏死 ” どころ
か正に “ 悶死 ”、これは一寸イタダケナイなと思ったりもしたものでした。
私はこの数年間に、救急車による Emergency を三回ほど経験しております。先に、
本誌「サロン談義 9（連歌形式）生老病死の医療（Ⅳ）」（Vol. 25 No. 2）でもその体験
の ひ と つ を ご 披 露 さ せ て い た だ い た こ と が あ り ま し た が、 今 回 初 め て 一 般 外 来
emergency の患者となってみて、救急車と一般外来とでは、同じ emergency でも、
これほど病院側の対応に差があるのものかと、驚きを禁じ得ませんでした。一般外来の
emergency というのは、言うなれば「その他大勢」のための施設なのでしょうか。病院
側の対応を見ている限り、これは格差社会というよりも、明らかな差別待遇ではないのか
というのが、私の偽らざる印象でした。一般外来の emergency では、助かる筈の患者
も助からず、治る筈の患者も却って悪化するというようなお話を以前聞いたことがありま
したし、また私の友人のひとりが膝に大怪我をして、近隣の病院の一般外来 emergency
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で手術を受けた際は、手術終了後四時間近くも放置され、それも、身体がやっと収まる程
度の小さな、硬い担架に載せられたたままだった由。その間、激痛に耐えかねて、痛み止
めの注射を！と何度嘆願しても、誰一人振り向いてもくれなかったと聞いたことはあった
のですが、実際に一般外来の Emergency というのを体験してみて、あのお話は誇張で
はなかったのだ……と納得が行ったのでした。
（2）一般外来緊急治療室の受付デスク：主人に付き添われて私がここに到着したのは、
夜中の 12 時を既に過ぎておりました。一応受付のデスクで登録を済ませた後、間もな
く形どおり、身長、体重、血圧、脈拍の測定がありました。驚いたことに、ここではメー
トル法が適用されていたのです。体重は測定されましたが、身長は実際には測定されず、
“How tall are you?”（身長はどれくらい？）と聞かれましたので、後期高齢者ゆえ「一
寸縮んだかも知れないけれど、かつては 5 フィート 3 インチありました」と答えました
ところ、レポートには身長 160cc、体重 40kg と記載されておりました。アメリカで
メートル法が適用されているというのは珍しいのではないかと思います。因みに、同じ
Huntington Hospital でも、個々のドクターのオフィスでは身長にはフィート、体重に
はポンドが使われているのが殆どのようです。
次いで症状を聞かれました。｢これまでの経験から推して、腸閉塞ではないかと思う｣
と、付添いの主人が説明しましたところ、“Are you a doctor?” と真顔で聞かれたのに
は主人も私も苦笑してしまいました。実は自宅で激痛に苦しんでおりました折、主人に頼
んで、インターネット上の腸閉塞の項目をいろいろと調べてもらったのですが、それによ
り主人も、腸閉塞という病気について、医学的な病名を始め症状や療法など、一応の情報
を収集していたのです。いずれにせよ、受付のデスクで収集されたそれらのデータは PC
上のフォームに纏められ、診察部門に回付されるという仕組みになっておりました。
ここまでは到着後一時間余りで終了したのですが、その後の待ち時間の長かったこと！
気の短い人はイライラが募って血圧が上がるのではないかと思われるほどでした。血液検
査で呼ばれたのは、到着後二時間以上も経過した夜中の二時半頃でしたでしょうか。その
間私は身体を「くの字」に折り曲げて、間歇的に襲ってくる激痛に耐えていたわけです。
（3） 一 般 外 来 Emergency（ 緊 急 治 療 室 ） 待 合 室 風 景 点 描： こ こ で 一 般 外 来
Emergency 待合室の風景をご披露申し上げましょう。まず驚いたのは、世の中には、
こうも様々な緊急治療患者がいるものかということでした。殆どの患者が付き添い同伴で
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すので、混雑している待合室の半分は健康な人たちなのでしょうが、ニヤニヤ笑いながら
親指ヒョコヒョコ、携帯や電子パッドを操っている人の傍らで、間断なく異様な大音声を
発して咳き込んでいる人、頭に乗っけたガーゼから鮮血を滴らせながら蹲っている人、遠
慮会釈なく、動物園の猛獣のような唸り声をあげて呻いている人、それに私のように身体
を「く」の字に折り曲げて無言で内臓の痛みに耐えている人……それはもう様々で、こん
な風景を目にしただけでも、正直気分が悪くなりそうでした。気分が悪くなるだけではな
く、悪性のウイルスにでも感染するのではないかという危惧さえ感じられ、気のせいか、
喉のあたりが痛くなって来たりもしたものでした。
もうひとつ、待合室風景について申し上げますと、実は私、emergency と言いまして
も救急車で担ぎこまれた経験しかなく、その場合は自宅の寝室からそのまま担架に載せら
れて運び出されるのが常でしたので、一般外来の emergency でも、救急車の場合同様、
寝巻き姿で構わないのかと思い、パジャマの上に念のため小さな毛布をひっかけ、サンダ
ル履きで主人の運転する車に同乗してしまったのでした。ところが、待合室にいる人たち
は、付き添いも患者も、よそ行きとまでは言わないまでも通常の外出着で、女性は老いも
若きも、頭のてっぺんから足の爪先にいたるまで、青、赤、緑の彩り豊かなお化粧をして
いるのです。その上、キラキラした大きな耳輪、複数の指輪とジャラジャラの腕輪に首輪
（ではなかった！

首飾りと言うべきでした）は言うに及ばず、中には、孔雀の翅みたい

に髪を七色に染め分けたひともおりました。“ 自然のままであることこそが最高の美 ” と
いう日本古来の文化とはおよそ程遠い、極彩色の異国文化を見せ付けられる思いでした。
しかも冷房が効いている夜間の室内を予測してか、どなたもアノラックなどの防寒着を羽
織っており、スッピンでパジャマにサンダルをつっかけただけという異様なイデタチの患
者は、私をおいて他に、誰もいませんでした。道理で、「なんだろ、この貧乏臭い東洋人
のオバハンは？」と言うような目つきで、周囲からジロジロ見られたわけです。
冷房が効きすぎていて室内が寒かったのも、かなりこたえました。救急車で運び込まれ
た場合は、冷房の効いた室内（しかも一応個室）では、看護師さんが、ベッドに寝かされ
た私の身体を、温めた毛布でスッポリとやさしく包んでくれた上、一定の時間が経つと、
また新しい暖かい毛布を持ってきて取り替えてくれるという、至れり尽くせりの介護だっ
たことを思い出したものです。
漸く血液検査のため隣室に呼び込まれたときは、これで一件落着、後はスムーズに行く
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ものと思い、ほっとしたのですが、ドッコイそうではありませんでした。採血された後、
また待合室に戻るよう指示されたのです。更に待つこと延々二時間余。その間に、あれだ
け苦しかった激痛もいつしかおさまり、尾篭なお話ながら、腸内で行き所を失っていたと
思われるガスが体外に放出されて、思わず、「あ、開通した！」と小声で叫んでしまった
ものでした。渋滞が続いていたフリーウェイが漸くスムーズに動き始めた時のような、快
い解放感でした。時刻は既に朝の四時を過ぎておりました。
この時点で、場合によってはこのまま帰ってしまってもよいのではないかと思い、念の
ため、あとどのくらい待てばよいのか？と受付に確かめましたところ、一般外来の
emergency では、「到着後最低四時間待たされるのは常識です」との素っ気無いお返事。
「帰りたければ帰っても構わないが、貴女の順番はもうすぐですよ」と言われ、それなら、
折角ここまで我慢してきたのだから名前を呼ばれるまで待つことにしようかと、再び待合
室の冷たい硬い椅子に腰をおろしたのでした。冷房の空気の冷たさが愈々身にこたえまし
た。
（4）一般外来緊急治療室における患者への対応：明け方の四時半過ぎ、やっと診察室
に呼び込まれました。アテンドしてくれたドクターは、薄くなった白髪の長髪をポニーテ
イルにした、まるでヒッピーみたいなジイサマで、愛想のひとかけらもなく、何とも感じ
の悪いドクターでした。救急車で運び込まれた折にアテンドしてくださった、親愛感に満
ちた礼儀正しいドクターたちとは雲泥の差でした。苦虫を噛み潰したような顔で、開口一
番、“Why you came here?”（オマエ、なんでここに来たんだ？）と仰せられたもので
す。「なんでここへ来たんだ？」はないでしょう！

受付から回付されているレポートを

ご覧になればわかる筈でしょうが、と些かむっとしました。救急車で運び込まれた場合は、
病状についてのかなり詳細な報告が救急車から病院側へ既に届いていますので、こういう
質問はあり得ませんでした。“Intestinal Obstruction-like symptoms”（腸閉塞もどき
の症状です）と答えましたところ、“Hum? Who told you so?”（フン、誰がそう言っ
たんだ？）と来たものです。「私自身の過去の経験からそう思ったんだ！」と答えた心算
だったのですが、わかったような、わからないようなご様子。その上、このピッピードク
ター、私の日本語アクセントの強い英語がお気に召さないのか、通訳を呼んでくるから
待っていろなど、失礼なことをおっしゃった挙句、そのまま姿をくらましてしまったので
す。尤も、病状を英語でスムーズに説明するというのは、Business English（商業英
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語）の世界にしか身を置いたことのない私にとって少々むずかしいことは確かなのですが、
通訳が必要だなどと言われたことは、在米 40 数年来、これまでに一度もありませんで
した。ヒッピードクターの、そのこころない一言により、老いたる大和撫子の自尊心？は
少なからず傷つけられました。
さて、どんな通訳がお見えになるのかと、1 時間近くもベッドの上で待たされたので
すが、通訳はおろか、ヒッピードクターそのものが雲隠れしたまま、待てど暮らせど帰っ
て来ないのです。ずっと付き添っていた主人がたまりかね、たまたま通りかかったスタッ
フに事情を説明しましたところ、間もなく別のドクターが来てくださり、「私はドク
ター・ナニナニです」とにこやかに自己紹介をなさいました。このドクターはヒッピーで
はなく、まともでしたし、通訳などつけなくても、私がお話しする症状の説明や、ヒッ
ピードクターが雲隠れした経緯など、私の英語も、主人の英語も、難なく判って下さった
ようでした。
このドクターの指示で、CT スキャンとウルトラ・サウンド の検査を受けることにな
りました。この時点では、症状は殆ど回復しておりましたので、今更検査など必要ないと
は思ったのですが、そのドクターから、「検査をしても OK ですか？」とやさしく聞かれ
ては、咄嗟にイヤですとも言えず、行き掛かり上、やむを得ずそういうことになってし
まったというのが実情です。それにしても、何故、「検査をしても OK ですか？」などと
お聞きになるのでしょうね？

昨今、CT スキャンの検査の際受ける放射能が発癌原因に

なる惧れあり、などという話題が新聞紙上を賑わしていたからなのでしょうか？

それと

も患者の支払能力を慮ってのことなのでしょうか？
いずれにせよ、ヒッピードクター雲隠れのまま、検査が進められましたが、検査に携
わった何人かのスタッフの方たちは、言葉遣いもかなり丁寧で、患者に対するいたわりも
感じられ、ヒッピードクターにより傷つけられた後だっただけに、こころ癒される思いが
したものです。CT スキャンの結果は、特に異常はなかったとのことで、後刻、スタッフ
の方がわざわざ私のベッドまで知らせに来てくれました。
（5）退院に際しての病院側の対応：退院に先だち、診察結果、CT スキャン及びウル
ト ラ・ サ ウ ン ド 検 査 の 結 果 レ ポ ー ト、 更 に、follow-up の ア ポ イ ン ト メ ン ト を PCP
（primary care physician：主治医）と取ることなど、今後の注意事項をこまごまとプ
リントした、かなり分厚い書類一式が手渡されました。このあたりは、救急車による
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emergency の場合と略々同様の扱いだったと思います。
（6）一般外来緊急医療体制の総合評価：以上の経緯を戯れ半分に採点してみました。
アメリカでは通常、ABCDF の五段階が用いられますが、日本での秀・優・良・可・不可
の五段階にあたるでしょうか。F は Fail、つまり不可、落第です。以下は私の採点です。
待合室での対応は “D”、ヒッピードクターは “F”、二番目のドクターは “A”、検査スタッ
フは “B”、退院に際しての患者へ書類による通達は “A マイナス ”。落第点といえる “F” が
ひとつありますものの、一般外来 Emergency 体制のすべてが悪かったということでは
なく、良い面もあったことを認めた上での採点です。それでも、平均点で行きますと、辛
うじて C，つまり及第点スレスレと言ったところです。

この体験から学んだこと
上記のような事情で、翌日、帰宅できましたのは朝の 6 時半過ぎでした。何十年ぶり
かの「朝帰り」？でしたが、「午前様」と言うには、少しばかり夜が明けすぎていたよう
です。せめて「午前様」だったらよかったのにね、と思ったりもしたものでした。救急車
による emergency の場合は、患者は緊急治療室に寝かされ、あとはすべて専門の医師
或いはスタッフが面倒をみてくれますので、付き添いは一旦帰宅して翌日改めて訪問する
ということも可能なのですが、一般外来ではそういうわけにも行かず、付き添いの主人も、
患者の私も、一晩中一睡も出来ない状態で、心身ともにクタクタでした。今後は、何が
あっても一般外来の emergency だけは懲り懲り、というのが偽らざる実感ですが、こ
の体験は、アメリカの緊急医療制度の谷間に横たわるさまざまな問題点の一面を知る上で、
私にはよい勉強になったように思われます。
ここで思い出しますのは、本誌「読者のコーナー（2）」（Vol. 25 No. 3）に紹介され
ていた、「歳をとったら医療機関にはかかるな。かえって悪くなる」との京大ご出身の中
村先生のお言葉です。中村先生は自然死を薦めておられるとか。また免疫学の権威として
知られる安保徹先生も、｢40 歳を過ぎたら健康診断はなるべく受けない方がよい。医者
に色々言われれば当然弱い立場になり、どうしても医者任せになる。そうなると人間とし
ての尊厳を維持するのが難しくなる｣ と言っておられます（PHP 文庫：免疫力が上がる
生活、下がる生活）。私も全く同感です。残された人生の時間、できる限り active かつ
creative に生き、静かに、安らかに、この世を去って行きたいものと思うのですが、私
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のように開腹手術の経験のある者は、どうしても腸閉塞の再発は避けられないのだそうで
す。いわば時限爆弾を抱えたようなものなのでしょうか。時限爆弾が炸裂する前に静かな
自然死を迎えられるならばそれに越したことはないのですが、譬え時限爆弾が炸裂しても、
「一般外来 Emergency に行くことだけは、もうマッピラゴメンでございます！」という
のが、私の偽らざる実感です。


2013 年 1 月 12 日

Random Scope
がんを知り、がんを制す
2010 年、米国臨床腫瘍学会で分子標的薬クリゾチニブによってある特定の遺伝子変異を持
つ肺がん患者のがんがほぼ完全に消えた症例が報告され、がんに関わる多くの医療者・患者に驚
きと希望をもたらした。2000 年代以降、がん薬物療法は分子標的薬の時代といわれるが、慢
性骨髄性白血病の治療に革命をもたらしたイマチニブは、がん発生に関わる標的分子の発見から
薬剤承認までに約 40 年かかっている。しかし日本で発見された肺がんの標的分子とそれに対
する分子標的薬クリゾチニブでは標的発見から承認までわずか 4 年しか要していてない。これ
は特定のがんの遺伝子変異を持つ数％の患者のみを薬剤投与の対象とする個別化治療が可能に
なったためである。ゲノム医科学の進歩は、がんの原因となる遺伝子の相次ぐ発見を導き、今後
はがんの基礎研究者と臨床試験ネットワークとがタッグを組んで、分子標的薬の創薬に取り組む
新たなページが開かれようとしている。
（Joi）
医学界新聞（New Medical World Weekly）3011, 1-4 (2013)
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サロン談義

サロン談義 10

低線量被ばくを考える（Ⅱ）

「サロン談義 10」コメント 2

食品の安全性など

内海博司＊
前号のサロン談義の質問 1 の回答として、福島事故での住民被ばくは、WHO の報告
より一桁低いとの、世界保健機関（WHO）が福島第原発事故による日本国内外の住民の
推計被ばく線量をまとめた報告書（2012 年 5 月 23 日の Nature の記事）を引用した。
しかし、2012 年 11 月 25 日（日）の朝日新聞の 1 面と 3 面に「がんリスク福島原発
事故の影響

明らかな増加見えず」という記事が掲載された。その 3 面に、報告書に関

わった友人である丹羽太貫京大名誉教授が「線量は実態に近いものにすべきだ」と言って
いたので驚いた。前回、WHO は信頼がおけると書いた手前、経緯を探ってみたのでここ
に記す。放射線医学総合研究所の明石真言先生の実測した資料では、福島県民の外部線量
のほとんどが 1 ミリシーベルト以下、甲状腺についても、実測された等価線量は最高で
20～50 ミリシーベルトといったもので、ほとんどが 10 ミリシーベルト以下であった
（Jpn. J. Health Phys. 47 (1), 17-19, 2012）。一方、今年に刊行された WHO の線
量報告書では、外部被ばく線量と内部被ばく線量のどちらも、これらより一桁高い数値に
見積もられていた。
本来予測は、不慮の事故が起きることを想定して、その防護を考える場合には、予防原
則に従って、線量見積もりを高くすることには意味がある。しかし、事故後の線量予測は
当然のことながら、出来るかぎり実態に近いものを考えるべきである。WHO の今回の報
告によって、福島住民は発がんの不安により余計な心労をもたらし、県外の人々は福島住
民に差別感情を抱くことになる。これは大変由々しい問題ではないか。ここに福島事故で
汚染された地域の住民の平均被ばく線量は、WHO 報告より一桁線量が低く、実測された
最大のものでも WHO の予測より低いことをここに記しておく。WHO でさえ、このよ
うな意図的な過ちを犯すということは、一般の人が何を信用して良いか分からなくなるの
（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（放射線生物学、放射線基礎医学）

＊
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も、当然であろう。
【2012 年 11 月 25 日（日）の朝日新聞の 1 面と 3 面に掲載された記事】
（1 面の記事の一部）東京電力福島第一原発事故の被ばくによる住民の健康影響につい
て、WHO が報告書をまとめた。がんなどの発生について、全体的には「（統計学的に）
有意に増える可能性は低いとみられる」と結論づけた。ただし、福島県の一部地域の乳児
では、事故後 15 年間で甲状腺がん や白血病が増える可能性があると予測した。報告書
は近く公表される。福島第一原発事故による健康影響評価は初めて。100 ミリシーベル
ト以下の低線量被ばくの影響には不確かな要素があるため、原爆やチェルノブイリ原発事
故などの知見を参考に、大まかな傾向を分析、予測した。WHO はまず、福島県内外の住
民の事故による被ばく線量を、事故当時 1 歳と 10 歳、20 歳の男女で甲状腺と乳腺、
大腸、骨髄について、生涯分と事故後 15 年間分を推計した。その線量から甲状腺がん
と乳がん、大腸がんなどの固形がん、白血病になるリスクを生涯と事故後 15 年間で予
測した。成人で生涯リスクが最も高かったのは福島県浪江町の 20 歳男女。甲状腺がん
の発生率は被ばくがない場合、女性が 0.76％、男性は 0.21％だが、被ばくの影響によ
り、１割程度増えると予測された。他のがんは 1～3％の増加率だった。
（3 面の記事の一部）WHO の報告書は、世界の疫学調査や被ばく医療などの専門家がま
とめた。日本からは福島県立医大の丹羽太貫特命教授（放射線生物学）と、ロイ・ショア
放射線影響研究所副理事長、明石真言放射線医学総合研究所理事が参加した。WHO が一
部、過大評価になりうる前提で予測したことについては、専門家の間でも賛否が分かれた
という。ある線量の専門家は「健診などの対象にいるべき人が漏れるより、対象外の人が
対象になる方が健康への害がない。健康目的の線量推計は、最初は過大評価でも仕方ない。
情報が増えたら、修正すればいい」と評価。一方、丹羽さんは「線量は実態に近いものに
すべきだ。一般の住民が、高いリスクを一度目にしたら、それが印象に残る。後から低く
修正した数値を示されても、不信を抱くだけだ」と批判する。WHO は結局、予防原則に
たって予測した。また、WHO は 100 ミリシーベルト以下の低線量でも線量に応じて影
響があるという考え方を採用した。日本の政府や県、日本の専門家の多くは「100 ミリ
シーベル以下の被ばくは健康影響があるとは考えにくい」と繰り返した。WHO は、低線
量被ばくについても「影響がないとは言えない」との立場であった。

質問４以降の回答の前に：ヒトに関する最も信頼できるデータは、広島・長崎の原爆被
爆者の疫学データ（寿命調査研究：Life Span Study）しかない。放射線リスク評価に
おいて、この疫学研究がもっとも信頼性の高い疫学データといわれる理由を、以下に記す。
1）調査対象コホートが大きいこと：広島・長崎の原爆被爆者 9 万 3 千人を対照として
非被爆者 2 万 7 千人の計約 12 万人、2）追跡調査期間が長いこと：1950 年以来今日
まで、3）男女ほぼ同数で各年齢層にわたっていること、4）疾病や職業が限定されてい
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ないこと、5）被ばく線量域が広いこと、6）個人被ばく線量推定の精度が高いこと、
7）フォローアップ（がん罹患および全死亡）の完全性が高いことなどである。
ただし、ICRP Publication 99（2005）によれば、10mGy（ミリグレイ）のリス
クを検出するには 60 万人規模のコホートが必要といわれ、この 12 万人という人数で
は 100mGy のリスクを検出する統計学的な限度である。現実的にも 60 万人規模のコ
ホートは不可能である。ただ、100mGy 以上の被ばくで線量に比例してリスクが増えて
いることから、放射線管理をする必要上、100mGy 以下のリスクについても直線的に増
加するという仮定（LNT 仮説）をして、種々の線量限度を ICRP は勧告している。それ
らの数値は、「安全」と「危険」の境界数値ではない。つまり、ある道路についての自動
車の制限スピードのようなものである。30km/h の制限道路を 40km/h で走ったら、
即事故が起きるのではないことを考えれば、理解できよう。
このヒトに関する唯一無二の疫学データも、いろいろな問題点が存在する。まず、原爆
の炸裂による被ばくであり、全て急性被ばく（高線量率）である。しかし、チェルノブイ
ルや福島のような放射線物質の汚染による被ばくは、ゆっくりとした低線量率の被ばくで、
総線量も小さい。広島・長崎の原爆の疫学研究が始まった当時は、放射線に被ばくすると
その障害は修復されないと考えられていた。その後、多くの実験動物や細胞の実験などか
ら、ヒトを含めた生命体は放射線の損傷、それも致命的だと思われていた DNA の二重鎖
切断も修復していることが明らかにされてきた。更に、線量率を下げた緩照射と急性照射
を比較したアメリカのラッセルが行った 500 万匹というマウスを用いた実験から、急照
射に較べて緩照射での生殖細胞突然変異の誘発は約 1/3 位に下がった。また緩照射によ
るマウスの発癌では、急性照射の結果の 1/2‒1/10 程度であることが明らかになってい
る。ヒトの場合、安全を取って広島・長崎のデータの 1/2 を緩照射のリスクとしている。
しかし、ネズミとヒトの放射線の感受性（弱さ）や修復機構は同じで無く、そもそも精原
細胞の突然変異がヒトの発がんに適用できるという根拠になるデータはない。ヒト細胞で
の放射線誘発突然変異は緩照射を行うとゼロ近くまで下がってくることが、知られている。
100mGy 以下の被ばく者の内、広島のデータだけをプロットすると線量と共には増加せ
ず、閾値があるように見える。一方、長崎のデータをプロットすると上がったり下がった
りする。すなわち広島原爆がウラン型で長崎原爆がプルトニウム型であるので、この原爆
材料に関係があるという学者もいる。しかし両者の低線量域の人数が十分でなく、信頼性
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が著しく低くなるので、両者を合算して統計処理をしているのが現状である。

質問 4：食 品の安全性はどのような放射能で線引きがなされているのか？

そして、そ

の科学的な根拠は？
回

答：平成 24 年 4 月 1 日から、放射性物質を含む食品からの被ばく線量の上限を、
年間 5 ミリシーベルトから 1 ミリシーベルトに引き下げ食品群を、一般食品、
乳児用食品、牛乳、飲料水の４つに分類して、放射性セシウム量（ベクレル /
kg）だけを規制値にして、それぞれ 100、50、50、10（ベクレル /kg）と
いう新基準値が決められた。この基準値の計算時には、放射性ストロンチウム、
プルトニウムなども含ませて計算している。しかしこの数値の科学的根拠になる
ようなデータは無い。政府が食品安全委員会に数値を求めたので、目安として決
めたそうである。本来こんなに厳しい基準にする根拠も、必要も無いのに、国民
を安心させるという政治的な判断のようである。逆に福島の住民を差別し、一次
産業である農業や漁業が主体の福島の復興を阻害しているのは、本当に残念であ
る。これらの経過は、厚生労働省のホームページの東日本大震災関連情報に食品
中 の 放 射 性 物 質 へ の 対 応（http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/
shokuhin.html）に掲載されている。また「新しい基準値の設定」のリーフ
レット（PDF）の「食品中の放射性物質の新たな基準」にその詳細がある。そ
の他の情報も下記にあるので参照して欲しい。
○食品中の放射性物質にかかる基準値の設定に関する Q&A（平成 24 年 7 月）
○放射性物質を含む食品による健康影響に関する Q&A（食品安全委員会）
○食品と放射能 Q&A（消費者庁）
○放射性物質の基礎知識（農林水産省）
また参考書籍として、畝山智香子著「安全な食べものってなんだろう？

放射

線と食品のリスクを考える」日本評論社（2011）を推薦する。
質問 5：福 島での安全地区、危険地区を区別する放射能はどのくらいの値なのか。その
根拠は何によってなされているのか？
回

答：年 間 20 ミリシーベルトと決められている。年間 20 ミリシーベルト以下につ
いては、健康リスクは喫煙や飲酒、肥満、野菜不足など他の発ガン要因によるリ
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スクと比較して十分に低いものであるというのが、根拠である。詳細は、首相官
邸原発放射能関連情報の「皆様の安全確保」に掲載されている。「警戒区域と避
難指示区域の見直し」という項目があり、そこの「ステップ 2 の完了を受けた
警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題に
ついて」（PDF）の 3‒4 ページに詳細が記されている（http://www.kantei.
go.jp/saigai/anzen.html# 避難区域等の設定）。
質問 6：低線量被ばくのリスクは成人と小児や胎児とではどう違うのか？
回

答：一般に放射線発がんの相対リスクは原爆の被ばく者の研究により、若年ほど高く
なることが知られている。成人と比較して、小児期・思春期までは高線量被ばく
（500 ミリシーベルト以上）による発がんのリスクはより高い。しかし、低線
量被ばく（5～500 ミリシーベルト）では、年齢層の違いによる発がんリスク
の差は明らかではない。この結論の根拠になったデータが、本号特集の中村仁信
先生の表 2「原爆被爆時の年齢とがん死亡の相対リスク」（17 ページ）である。
被ばくした線量ごとに、何歳のときに被爆したか（1945 年当時の年齢）の区
分ごとに、がんのリスクが対象（5 ミリシーベルト以下）の集団に比べてどれ
だけ増えたかを男女別に示している。また、成人期に発症するがんについての胎
児被爆者の研究から、胎児被ばくのリスクは小児被ばくと同等か、あるいはそれ
よりも低いことが示唆されている。上記首相官邸原発放射能関連情報の「皆様の
安全確保」欄の「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループの報告
書」（PDF）の 7 ページにも詳しい情報が掲載されている。

質問 7：広島原爆後の追跡調査で健康被害がなかった被爆者の被爆線量と、今回の福島
原発事故での平均的な被ばく線量とではどちらが大きいのか？
回

答：福島の方が低いと考えられる。広島・長崎原爆の追跡調査で、健康被害が明確で
ない被ばく線量は、100 ミリシーベルト以下と言われている。既に、今回の
「サロン談義」の最初に述べた放射線医学総合研究所の明石真言先生の実測した
資料では、福島県民の外部線量のほとんどが 1 ミリシーベルト以下ということ
からすると、非常に低い被ばく線量ということになる。

質問 8：健 康被害が検出されていないインド・ケララ州の高（自然）放射線量と、福島の
放射線量のオーダーはどの程度の違いなのか？
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回

答：インド・ケララ州の放射線量は平均値が 1 年当たり 3.8 ミリシーベルトで、最
高値は 1 年当たり 35 ミリシーベルトである。一方、福島では、1 年当たり 1
ミリシーベルト以下を居住区域と決めているので、約 4 分の 1 の線量と言うこ
とになる。放射線量に応じて福島では計画的避難区域（年間被ばく線量 20 ミ
リシーベルト以下）というのが決められている。2012 年 12 月 19 日読売新
聞記事 http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/ page.jsp?id=69891 によると、
「計画的避難区域に指定されている福島県川俣町の教育委員会は、町内の子ども
を対象に昨年 6 月から 1 年間実施した外部被ばく線量調査の結果をまとめた。
平均 1.14 ミリシーベルト、最大は小学生の 3.6 ミリシーベルトで、健康に影
響のないレベル」とのことである。



2013 年 1 月 15 日
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Books 談義 15、シリーズ・ともに生きる科学：岩槻邦男・仁王
以智夫 著「共生する生き物たち」をめぐって（Ⅱ）
（株）ミネルヴァ書房

¥2,500＋税

2012 年 9 月 25 日発行



ISBN978-4-623-06390-1

「Books 談義 15」コメント 4

人類さん、待ったなしですよ
瀬野悍二＊
本書「共生する生き物たち」を読んで多くを学び、考えさせられる課題を突きつけられ
た。著者達と同年代の私が学生時代に講義や教科書あるいは実習から植物学、動物学、細
菌学を学んだ頃には、ヒトが生物界の有機的な学問体系に一員として含まれているという
強い指摘はなかった。例えば、食物連鎖にヒトは含まれていなかった。せいぜい、鎮守の
社の大樹の由来やヒトが歩く道に沿ってしか生えないオオバコが野外実習の話題になった
くらいで、里山とか奥山とかの説明もあったのだろうが学問的には無自覚だった。した
がって、今回、本書を読んで初めて認識させられた重要点が 2 つあった。
1 つは、本書の末尾に近い p. 243‒244 で著者が突きつけている命題「地球の持続的
発展を求めるためにヒトに覚悟ありや」である。最近、寺田寅彦の随筆「日本人の自然
観」や寺島東洋三「科学技術の世紀と医学」（千葉医学：88,160‒166、2012）を読
んだことも背景にあったのだが、COP10 などで経済上の国益が優先されて意見がまと
まらないことが定常化するにつけ、私の頭の中でもやもやしていたことをまさしく言い当
てたハイライトであった。しかし、私にとって考えさせられるのは、生物多様性の維持が
重要なことは論を待たないが、生物多様性の乱れには、今日の国際社会の底流にある国境
を越えた人々の定常的交流や抜き差しならぬまでにネットワーク化した貿易に自ずと随伴
してほぼ不可避的に起こっているものと、人為による地球温暖化以外にも地球自体が宇宙
界の自然変動に基因して複合的に日々刻々と変化しているものが現実に存在する。した
がって、地球の持続的発展を考えながらも、純生物学的観点から生物多様性の維持に余分
な費用と犠牲を承知で何処まで力を注ぐべきかはヒト（人類）の性（さが）を考えれば
国立遺伝学研究所、総合研究大学院大学名誉教授（体細胞遺伝学、分子生物学）

＊
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堂々巡りの議論となる。ヒト ( 人類 ) はこれら人為的な生物多様性の破壊にいかに理に
適った妥協ができるかで、当然そこには国際レベルでの政治の力が求められる。すなわち、
生物多様性を維持すべき意義は、地球環境変化への多様な対応への準備という純粋に科学
的な議論だけでは今や解決できない時代になってしまったと思う。特に、先進国が経済的
に不況になると、自国経済の強い回復を唱え、折角の生物多様性維持という地球全体を睨
んだ政治としての本来の論議はまるで忘れ去ったかに見える。「ヒトに覚悟ありや」を憂
慮する所以である。
もう一つのハイライトは、植物と微生物との共生ぶりを、ベストの研究対象と言われる
森林の土壌微生物界に着目して、地道にかつ精密に長年研究を積み重ねてきた仁王氏が満
を持して登場したことであろう。高邁な哲学的香りさえする本書において、生物多様性が
微生物との共生によってかくもダイナミックにネットワークを形成していることを初めて
勉強できた。本書の “ おわりに ” では微生物を扱った部分が専門的分野に踏み込み過ぎた
と著者は述べているが、私にとってはむしろ本書が他に類をみない斬新な知識を含むユ
ニークな書となり、本書の価値を高めていると歓迎する。
あえて欲を言えば、各章に要旨がほしかった。すなわち、前置き部分の記述範囲が広い
場合、要旨があれば本文の理解を助けたと思う。また、本書のタイトルから内容を期待し
た場合、重要な章が抜けている。動物と微生物との共生関係を、少なくともヒトの常在微
生物叢について、森林における土壌微生物の解説と同レベルの専門性で解説してほしかっ
た。本書カバーにヒトの立像が DNA 二重らせんを伴ってデザインされ、カバー裏にはそ
れと呼応して「……微生物から動植物にかけての生物界における共生を……」とあるから
尚更のことである。とは言っても、本書の二人の著者の専門背景を考えれば望む方が無理
というもので、皮膚科や免疫学の専門家に別の機会に登場願うより仕方なかったことは承
知している。


2012 年 12 月 23 日
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共生に対する視点の転回
宇高恵子＊
「人と自然の共生」という耳あたりのよい言葉が飛び交い、政治のプロパガンダにまで
利用されるご時世である。この言葉の使い方に違和感を覚えておられた方々がおられたこ
とに気づかされる一方、「共生」という言葉の深さにぐいぐい引き込まれる著書であった。
植物や土壌という、容易には場所も環境も変えられない制限に縛られた生き物たちを中心
に据えることで効率よく見えてくる、個々の細胞や生物と、その周りの生き物との柔軟な
組織化は実に見事である。また、異なる生物間の組織化が、いかに当たり前にこの世に起
こっていることか、眼に鱗の情報であった。こんなことが、たゆまず、「自然」に起こっ
ているのが自然なのだなあ、と感慨を覚えた。
人体という多細胞生物を入り口に生物学に入った自分にとって、単細胞生物や細菌は、
機能の限られた、劣った生き物のような気がしていた。しかし、この著書を読むと、場所
や時の変化に合わせて、彼らは相手を換え、自分を変え、ひと塊の社会をしょいこんでし
まった多細胞生物より、はるかに柔軟に発展性のある歴史を生きている。むしろ、多細胞
化のひとつの成功例として、人体があるのだとわかってきた。免疫の分野では近年、腸内
細菌による免疫応答の維持、調節機構が明らかになってきた。しかし思えば、胎児が生ま
れてはじめて腸内細菌が侵入して関係が始まるのではなく、細菌と共生の関係を築くべく
腸のしくみ、ひいては人体のしくみが発達してきたのが本来の経緯なのであろう。免疫の
反応自体、体の内外に生じる異物との関係の問題である。この視点の転回は、きわめて新
鮮かつストレートな理解を与えてくれる。おそらく、生物学の他の分野はむろんのこと、
工学や社会学の分野においても、参考になる概念であろう。
ここ 20 年程度の生物学を特徴づけるものとして、「場」の概念の導入があげられる。
ゲノム解析、構造生物学、網羅的なネットワーク解析など、部品の理解、部品間の関係の
理解は飛躍的に進んだ。しかし、生物の営みの理解には、もう 1 次元上の理解が必要で
あることに気づかされた 20 年でもあった。個々の将棋の駒の動きを理解できても、
高知大学医学部教授（免疫学、分子認識、腫瘍免疫）

＊
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ゲームを楽しむには十分でない。生物学は、ゲームを理解する学問である。時間軸、物理
的な柔軟に変わる反応の「場」を理解しないでは、個々の生化学反応の「自然な」振る舞
いさえ理解できないことに我々は気づいている。システムバイオロジーという耳あたりの
いい言葉に代表される小ぎれいな生物学に変わればそれが理解できるのであろうか？

否。

岩槻さんや仁王さんをはじめとする無数の生物学者が重ねてきた泥臭い自然の観察、情報
の自然へのフィードバックなしには、正しい理解は今後もできないであろう。この柔軟で
見事な共生の営みにはひとつ大きな弱点がある、急な変化には対応できないことである。
新たに生じた niche（ニッチェ、生態的地位）に入り込み、自らの変化を通して、てい
ねいに隙間を埋めるためには、生物学的な時間が必要である。このことを生物学者が声を
上げて知らせる時代に来ていることを示す著書である。


2013 年 1 月 24 日

Books 談義 16、人と食と自然シリーズ 3：河田照雄 編著「脂肪
の功罪と健康」をめぐって（Ⅰ）
（株）建帛社 ¥1,900＋税 2013 年 1 月 15 日発行 ISBN978-4-7679-6170-5

「Books 談義 16」コメント 1（内容紹介を兼ねて）

脂肪食に求められる節度のある食習慣と食育
山岸秀夫＊
多くの文明国では、飽食による生活習慣病が多発している一方、現在も内戦の続くアフ
リカ諸国では、食糧不足による餓死が常態化している厳しい現実がある。本書では、「い
のち」をつなぐ、エネルギー源としての食品脂肪を取り上げている。
食物として摂取された高分子化合物は、消化器官で単量体まで分解 ( 消化 ) してから、
からだの細胞に吸収され、細胞では単量体を分解してエネルギーを発生し、このエネル
ギーを利用して、再び身体に必要な高分子化合物を合成したり（物質代謝）、その高分子
化合物を分解して運動エネルギーとして利用している（エネルギー代謝）。この際、余剰
（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）

＊
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のエネルギーを備蓄しているのが、体内脂肪細胞である。このように脂肪はエネルギー代
謝を調節する備蓄資源としての重要な物質であるので、その不足は「いのち」の維持を脅
かし、その過剰な備蓄は肥満症と診断され、重大な健康被害をもたらすことになる。
本書は、このような観点から「健康に対する脂肪の功罪」と題して企画された、「京都
健康フォーラム 2011」の話題（2～5 章）を軸にして、食品科学としての脂肪の概説
（1 章）で始まり、脂肪代謝の生化学（6 章）でまとめられているので、大学教養課程や
専門学校での副読本としても有用である。2 章では、脂質の主な生理機能が取り上げら
れ、エネルギー源の他に、生体膜の構成成分、必須脂肪酸の供給源、糖・脂質代謝を改善
する機能性脂質などの有益な効能が示され、3 章では、心理的な視点からの脂肪に対す
る嗜好性が論じられるとともに、五味以外に脂肪酸を認識する受容体が口腔内に存在する
可能性が示唆されている。4 章では、肥満と生活習慣病との関連が論じられ、5 章では、
積極的に体脂肪を消費しているヒト褐色脂肪組織が紹介され、積極的な運動習慣の肥満軽
減への効用が示されている。
人類の長い飢餓の時代では、倉庫の宝物であった脂肪が、高度経済成長の結果として飽
食の時代を迎え、むしろ危険物として見られている現状は憂慮すべきことである。持続可
能な地球資源の確保の視点からも、今や脂肪の功罪を適正に評価した、節度のある食習慣
と食育が求められている。


2013 年 1 月 15 日

Random Scope
腸管出血性大腸菌が腸内に定着する化学感知系
腸管出血性大腸菌などは、腸管粘膜に存在するムチンから、腸内常在細菌が産生する、6 単
糖のフコースを利用して、自身の病原性と代謝を調節して、腸内に定着するることが示唆された。

（Yan）
Pacheco, A. R. et al.: Fucose sensing regulates bacterial intestinal colonization.
Nature 492, 113-117 (2012)
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Books
秋田

巌・金山由美 編

死を育てる
（株）ナカニシヤ出版

¥2,000＋税

2012 年 6 月 20 日発行

ISBN 978-4-7795-0648-2

本書の題名「死を育てる」は、著名な免疫学者でもあり文筆家でもあった多田冨雄氏
が、脳梗塞による重度の後遺症を背負いつつ最後まで生き抜かれた末に、生まれた言葉で
ある。その観点から自殺防止を目指して開かれたシンポジュウムの記録として本書は編集
されていて、そのシンポジスト 4 人の講演と総合討論からなる 5 章が、編者による序章
と終章で包み込まれている。2010 年度段階での日本人の自殺率は、世界 104 ヶ国中
6 位で、年間 3 万人超、毎日 100 人以上の方々が自殺されている。
第 1 章「人はなぜ自殺するのか」では、「自殺」の全体像が紹介され、日本人男性では
20 歳から 44 歳まで、女性では 15 歳から 34 歳までの死因第 1 位が自殺であること
に驚かされる。自殺に人を追い込むのは孤立と絶望であるので、ここでは人間一人一人の
「違い」を受け入れられる「人」と「社会」を育てることが強調されている。第 2 章「死
を育てるは命を育てる」では、無縁社会から有縁社会への回帰の方向が示唆され、第 3
章「仏教における死の問題」では、人は死すべき諸行無常の存在であるからこそ、「今と
いう瞬間」を無駄にしないことが説かれ、第 4 章「性的マイノリティと自殺」では、50
人に１人の割合とも言われる性同一性障害に悩む方々の自殺関連行動の高さが取り上げら
れ、「心理的な孤立を絶滅すること」の重要性が語られている。総合討論の中での「人の
実年齢 65 歳は、生命学的には 38 億 65 歳」との指摘には、地球生命誕生以来の個々
のいのちの重みが感じられる。終章では、「それぞれの死期は、その人なりの四季のひと
めぐりを生きたもの」として、それをさらに育てていくのが、残されたものの役目であ
り、「死は生を育て、生は死を育てる」と結んでいる。

山岸秀夫（編集委員）

小泉義之 著

生と病の哲学－生存のポリティカルエコノミ－
青土社

¥2,400＋税

2012 年 6 月 24 日発行

ISBN 978-4-7917-6657-4

本書の特色は、哲学者の目で、生きていく上で避けることのできない「病」を「生」と
「死」の線上に連続するものとしてとらえ、現代医療の盲点に光を当てたところにある。
すなわち、相対的健康度の零を死と定義して、健康と病気の差異を程度の差に還元しよう
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との提案である。すなわち、病人は病苦の消滅を目指すのでなく、病気と共生して健康の
程度を増加させることを学習する。したがって、ここでの健康の概念は個別的であり、健
康人も病人も中立的に統御する、医療と福祉・厚生を立ち上げることになる。
著者はこれまでの初出論文を全 18 章、3 部に収めた上で、新たに全体像をまとめて
いる。第 1 部では、魂（心）を宿す肉体（身）を取り上げ、難治性疾患に対する先端医
療技術や情報工学の介入を検討し、痛みや精神障害などの病苦の人生における意味と無意
味を問いかけている。第 2 部では医療制度を取り上げ、生殖技術を巡る生命倫理学に見
られるような医療経済の功利主義に対する批判、第 3 部では脳科学を取り上げ、病人の
立場を欠いている、専門家の医療倫理への批判が行われている。
ここで注目されるのは、まず「性は大人と大人の関係、生殖は男女二人の大人と来たる
べき子供との関係、育児は大人と現存する子供との関係」と、概念的に性、生殖、育児の
3 者を区別していることである。また植物も含めた生物の特徴として、自発的な生成変
化を通して自己保存しながら、自己死滅に向かうものとして、水面に生成消滅する渦巻と
対比して説明している。その上で、主観的な感覚的経験としての「病い」（illness）、医
学 的 に 規 定 さ れ る「 疾 患 」（disease）、 社 会 的・ 文 化 的 に 構 築 さ れ た「 疾 病 」
（sickness）を批判的に総合した「病気」概念を提案している。すなわち生物とは生存
への傾向と死滅への傾向が絡み合い、その絡み合いの様相の一つが病気の症状や徴候であ
るとしている。この人間にとっての生成消滅の生命理論は、人間以外の生物にも通じる普
遍的なものとして注目される。

金馬宗昭 著

不登校、ひきこもり

山岸秀夫（編集委員）

こころの解説書

－僕がひきこもりだった時に言えなかったこと
学びリンク株式会社

¥1,200＋税

2010 年 3 月 8 日発行

ISBN 978-4-902776-45-4

本書は新刊書ではないが、「ひきこもり」への読者の声に答えて、敢えて本欄に取り上
げた次第である。これは自らの「ひきこもり」の鎖を絶つきっかけとして、「ひきこもり」
のボランティア活動を体験した著者の貴重な記録であって、その解説が枠囲みで随所に挿
入されている。しかも本書執筆のきっかけは小学校 6 年生から家に 10 年以上ひきこも
り、やっと社会に再び復帰した青年からの手紙である。
著者が「ひきこもり」から出てきた社会は、意外なことにボランティア活動で支えられ
ている不登校の子どもたちが集まる場所であった。元々大学卒業後教育関係にいたことが
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評価されての活動の中で、「自分が受け入れられている」との自信を深め、やがて ECC
（Education：教育、Communication：相互理解、Community：社会共同体）生涯学
習・教育機関での通信制高校のサポート活動から始めて、現在は通信制高校の教頭とし
て、不登校・高校中退・アスペルガー症候群などの課題を持った生徒たちの援助を行って
いる。アスペルガー症候群とは、「社会性・コミュニケーション能力・想像力」に問題を
持つ場合で、「ひきこもり」易いが、環境次第では、その個性を活かすことも可能であ
る。
生々しい著者の体験談から引き出せることとして、「ひきこもり」には、些細な達成感
を味あわせ、「あなたが必要」との言葉をかけるチャンスを逃さず、「人の役に立つ喜び」
を本人が実感することが何よりも大切だと言う。著者は「ひきこもり」から自信を回復
し、笑顔を取り戻した時を第 2 の青春と回想している。そのためには著者の様な、「ひき
こもり」の心の扉の鍵を持ったカウンセラーが求められている。閉塞感の漂う現代社会の
中に埋もれた「ひきこもり」に対して必要なのは、正論ではなく、その心の通訳者として
の対話であり、会話であるとの提言には重みが感じられる。

山岸秀夫（編集委員）

野間俊一 著

身体の時間－（今）を生きるための精神病理学
（株）筑摩書房

¥1,600＋税

2012 年 9 月 15 日発行

ISBN 978-4-480-01547-1

本書は現役の精神科医の手になるもので、現代の若者に多くみられる様々な精神病理現
象を検討し、その中に通底するものを見出す中で、現代の「今」を生きるヒントを探って
いる。すなわち、私たちの精神は脳科学と相性の良いコンピューターモデルで理解できる
ものではなく、肉体と不可分なものとしての精神が、私たちの生活に人間特有の豊かさを
与えてくれるものと考えている。
第 1 部では、PTSD（心的外傷後ストレス障害）で見られる様に、誰にでも経験でき
る瞬間の持つ情動性を考え、予測不能な偶然的事象に対し、感じ、判断し、決断し、行動
する「身体」を考察している。第 2 部では、「うつ病」、「ヒステリー」、「広汎性発達障害
（アスペルガー症候群）」、「摂食障害」、「自傷」のような現代の精神病理を取り上げ、時間
性と空間性（身体性）を軸として、その「今」と解離した体験構造を示した上で、自分の
社会的地位や財産などからなる「人格的自己」ではなく、それらの属性を脱ぎ去った「主
体的自己」、「生身の私」の存在を示唆している。第 3 部では、歴史性を持った身体とし
て、出会いを通じて「他者とつながる」共存感覚が取り上げられ、「主体的自己」は生命
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体としての「生命的自己」に裏打ちされ、社会的存在としての「人格的自己」で輪郭付け
られているとする。
最後に、現代の IT 革命に触れ、「相手の顔を見ず素性も分からない人との出会い」の軽
さから、現代の若者が信頼すべきものを失い、情報の氾濫にさらされている現況を憂いて
いる。しかし 2011 年 3 月 11 日に生じた東日本大震災の際の若者のボランティア活動
の中に、「身体と時間の回復」のきざしを見ている。そして「私たちは本来、この瞬間、
瞬間の、身体を介した豊かさを見直すべき」と結んでいる。本書は、精神疾患に悩む患者
に寄り添う中から生まれたものであって、「身」と「こころ」の謎を解く貴重な鍵となる
であろう。

門田隆将 著

山岸秀夫（編集委員）

死の淵を見た男
PHP 研究所

¥1,700＋税

吉田昌郎と福島第一原発の五〇〇日

2012 年 12 月 4 日発行

ISBN 978-4-569-80835-2

本書は東日本大地震とそれに伴う津波によって起きた福島第一原発事故に、現場の人々
がどう立ち向かい、事故による放射線被害を食い止めるためにどう闘ったかを、第一原発
所長吉田昌郎氏のインタビューを中心に述べた貴重なドキュメンタリーである。
2011 年 3 月 11 日、未曾有の規模の東日本大地震と津波は海岸線に並ぶ福島第一原
発を襲い、その様子を伝えるテレビの映像はまだ私たちの記憶に新しい。門外漢の私にも
原子炉の温度が上がりつつあること、これを冷却するには海水の注入しかないこと、原子
炉の圧を外に逃がす「ベント」について議論があったこと、白い噴煙を上げる建屋の水素
爆発の映像、自衛隊機による散水や消防車による海水注入などなど、いずれも祈るような
気持ちで映像に見いったことを思い出す。しかし強い放射線や建屋の爆発の危険のその
時、いかなる人たちがどのような気持ちで困難な作業に携わったか、そしてその困難な作
業の具体像などについては、テレビや新聞が伝えるところは全くなかった。これは已むを
えないことでジャーナリストは誰ひとり危険な現場に入ることはできなかったし、現場の
人々がそのことについて発言することもなかったのである。ちなみに吉田所長が家族と電
話連絡できたのは事故後一週間目のことで、それまで家族に方々は生存すら諦めておられ
たとされている。これまでにもいくつかのドキュメンタリーの著書を手掛けた著者の門田
氏は、事故後間もなくの時期から粘り強い取材を続け、事故最前線で指揮を執った吉田所
長や危険を知りつつ突入を繰り返した中央制御室の職員たち、同じく献身的な活動をした
自衛隊の隊員たち、そして菅元首相、東電武藤副社長、原子力安全委員長斑目氏など 90
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名を超える人々からの聞き取りに基づいて、500 日にわたる原発事故の全容に迫る壮大
なドラマを書き上げている。
本書を読んで、遅まきながら知ったことは福島原発の事故がこれほどの災害をもたらし
たのは施設の全電源を喪失して原子炉を冷却できなくなったためで、勿論その原因は海抜
10 メートルの安全地帯に設けられていた電源施設への想定を超えた津波の襲来であっ
た。そのために上昇する原子炉の圧力を逃がすベントの作業は高い放射能と暗黒の建屋の
中に入り、人の手で行なわなければならないという最悪の事態となった。迫ってくる時間
と上昇する放射能との戦いの中で、一部のベントには成功するがそれ以外では断念せざる
を得ず、これが次々に起こる水素爆発につながってゆく。周囲の反対を押し切ってヘリコ
プターで現地入りする菅元総理は、原発事故の知識をある程度持っており、いきなり「な
ぜベントをやらないのか」とつめよるが、本書の中で語られる一国の総理の冷静さを失っ
た言動はやはりいかがなものかと思わせる。そして本書の圧巻は事故から４日目の午後、
一号機、三号機の爆発に続いて二号機の格納容器の圧が上昇し容器爆発という最悪の事態
が想定されるようになった時、吉田所長はそれまで免震重要棟に残っていた 600 名あま
りの現場の人々に退去命令を出す。そして必要最小限のスタッフ 60 余名が死を覚悟し
て残る。その時退避を拒否した三人の若者を説得した女性職員の言葉「あなたたちには第
二、第三の復興があるのよ」の場面は涙なしには読めない。今振り返るとこれらの決死隊
のお陰で最悪の状態は避けられたが、その時点では吉田所長は福島の海岸に並ぶ 10 カ
所の原発全てに爆発が波及し、チェルノブイリ事故の 10 倍の放射性物質が放出される
事態も想定していた由で、そこに残るということはまさに決死的な行動であった。
こうして見るとやはり原発を熟知する現場の技術者集団の判断を信じ、その行動を援助
し見守るという官邸の度量と東電本社の責任感がもう少しあればと思わざるを得ない。こ
れに比べ名もない現場の人達の勇気ある行動は、いろいろ言われているけれど日本人も捨
てたものではないなと思わせる。本書は決して英雄物語ではないし、また著者が冒頭で
断っているように原発の是非を問う書物でもない。己の職業に誇りを持ち、愛する人達の
為に自己を犠牲にしても使命を果たそうとした勇気ある人々の物語である。


本庄

巌（編集委員）
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読者のコーナー
(1)		
「環境と健康」Winter 2012 を拝受しましました。先ず、Editorial を拝読し、創刊者である
菅原

努先生の初志完遂、その後のある意味では新編集部による革新的編集方向への編集誘導

の尽力が実りつつあることに心からお祝い申し上げます。特集 “ 深海生物の多様性と謎に挑
む ” なるタイトルで思いだしたのは、その昔日本人のどなただったか忘れましたが、もしかす
ると、深海生物の中には RNA を DNA の代わりにもつ真核生物まがいがいるかも知れないと
夢のあることを言っておられたことです。なお全くの私事ですが、3 週間前に東京に住む長
女が 43 才でいわゆる高齢出産でしたが、自然分娩で、親子共々支障なく過ごしております。
このことをあえて話題にするのは、丁度出産直後に我々夫婦が産院に駆けつけたところ、長女
夫婦が抱いている新しい “ いのち ” を目の前に実感したからです。この実感は愚息が New
Haven の分娩室で誕生した時も私も立ち会って感じたはずなのですが、どうも人生の不思議
さの実感の切実さは今回の方が比べようもなく強いものでした。

2012/12/5（T.S.）

(2)		本誌 25 巻 4 号掲載の奈倉道隆先生の親子で語り合う「いのちの話」を久しぶりに童心に
帰って面白く読ませていただきました。助言者の山岸先生・内海先生はじめ各先生方も小学生
とその親御さんに合った答えと的確な助言をされておりわかりやすかったと思います。小生は
子供の頃から、生物、化学、物理など、いわゆる「理科」が苦手で、いつも良い点数はとれて
いなかったと思います。また意識して避けていたようにも思います。就職するときの入試も、
理科の科目が入ってないところをさがした結果、国語、数学、英語、地理の 4 科目のところ
が見つかり、おかげさまで就職することが出来たと記憶しております。人は父母という親が
2 人いなければこの世に生まれることができません。その両親の父母（祖父・祖母）は 4 人、
その前は 8 人、16 人、32 人と、倍々で 27 代さかのぼれば 1 億人を超えてしまいます。
それくらい多くの生命のつながりのおかげで今の自分があるわけであります。内海先生が本文
のなかで「私たちがちょっと関係ないと思う生き物でも、生き物全体でみると、何十億年と一
緒に生きてきただけに、互いに助け合って生きています。だから、ヒトと野生動物とのバラン
スが非常に難しく、危険な生物だから殺してしまったら、結局はヒトも生きていけなくなりま
す」と述べられています。いま世間で問題になっている小中学生の「いじめ」に対しての警鐘
でもあると思います。2013.1.7 日付の読売新聞で、「理科好き」増へ教材拡充と題して、
《政府は「理科好き」の子どもを増やすため、小中学校の実験や観察で使う顕微鏡や人体模型
などの教材導入にあてる補助金を大幅に増額する検討に入った。国際教育到達評価学会
（IEA）が先月公表した世界的な調査結果によると、日本の中学 2 年生で「理科を使う職業に
就きたい」と答えた割合は 20％で、国際平均の 56％を大幅に下回った。同じ IEA の学力調
査「国際数学・理科教育動向調査」では、中学 2 年生の理科の成績は世界 4 位だっただけに、
「理科好き」を増やすことが科学技術創造立国を目指す日本の課題となっている》が掲載され
ていました。小生も政府の方針に賛成であります。
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おしらせ

第 29 回

いのちの科学フォーラム

市民公開講座

ミツバチ研究の最前線－社会性昆虫の不思議を探る
日
場

時：2013 年 4 月 20 日（土）13:30－18:00
所：京都大学医学部芝蘭会館 稲盛ホール
プログラム

司会：清水

勇（京都大学名誉教授）

「21 世紀の養蜂学－新しいミツバチをつくる－」


高橋純一（京都産業大学総合生命科学部准教授）

「ニホンミツバチの不思議な生態」

坂本文夫（京都学園大学バイオ環境学部教授）

「ミツバチの社会性行動を支配する遺伝子について」


久保健雄（東京大学大学院理学系研究科教授）

「ミツバチとヒトの社会を比較する－脳の発達と情報システムを中心に－」


佐々木正己（玉川大学脳科学研究所教授）

総合討論
懇親会

参

加

受

京都大学楽友会館

付：参加料は無料でどなたでも参加できます。会場準備の都合上、参加者氏名（フリガナ
明記）、職業および連絡先、懇親会参加の有無を、2013 年 4 月 8 日（月）までに、
「第 29 回いのちの科学申込み」と書いて、FAX（075-702-2141）またはメール
（mo-inochi@taishitsu.or.jp）にて、（公財）体質研究会までお知らせ下さい。講演
会終了後、演者を囲んで懇親会（18:30 より

京都大学楽友会館：会費 2,000 円）

を開催いたします。会場の都合で定員になり次第締め切らせて頂きます。なお締切日
以降に参加を希望される場合も、下記までお問い合わせ下さい。
世 話 人 代 表：清水

勇（京都大学名誉教授）

世

話

人：内海博司、山岸秀夫

連

絡

先：（公財）体質研究会
〒 606-8225

京都市左京区田中門前町 103-5

TEL：075-702-0824

パストゥールビル 5F

FAX：075-702-2141

主

催：健康財団グループ：（公財）体質研究会

後

援：京都新聞社（予定）

（公財）ひと・健康・未来研究財団

おしらせ
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おしらせ

第 30 回

いのちの科学フォーラム

市民公開講座

予見と思い誤り－人間の経験のあり方
日
場

時：2013 年 6 月 15 日（土）14:00～17:00
所：ゲーテ・インスティトゥート、ヴィラ鴨川
プログラム

開会挨拶：鳥塚莞爾（京都大学名誉教授、体質研究会理事長）
小川

侃（甲子園大学、学長）「未来の予測－予見の可能なもの」短い序論

１．マルクス・ヘルニッヒ（京都ゲーテ・インスティトゥート所長）
「料理における予見と当て外れ－中華料理と日本料理の場合」
２．ハラルド・レムケ（ザルツブルク大学教授、リューネブルク大学私講師）
「料理と予見－料理哲学の可能性」
３．ピアノ演奏：冷水ひとみ（作曲家）
自作「未来の予測と当て外れ」とアンコール（ブラームス、ハンガリア舞曲、5 番）
４．田村

類（京都大学教授）「化学の実験の当て外れと新発見」

５．木原志乃（国学院大学准教授）「医学の祖、ヒッポクラテスと患者の予後の洞察」
６．マイケル・ラザリン（龍谷大学教授）「都市計画と当て外れ」
総合討議（司会、小川

侃）

通訳：陶久明日香（学習院大学）、久山雄甫（京都大学）

参

加

受

付：参加料は無料でどなたでも参加できます。会場準備の都合上、参加者氏名（フリガナ
明記）、職業および連絡先、懇親会参加の有無を、2013 年 6 月 3 日（月）までに、
「第 30 回いのちの科学申込み」と書いて、FAX（075-702-2141）またはメール
（mo-inochi@taishitsu.or.jp）にて、（公財）体質研究会までお知らせ下さい。講演
会終了後、演者を囲んで懇親会（18:00 より

京都大学楽友会館：会費 2,000 円）

を開催いたします。会場の都合で定員になり次第締め切らせて頂きます。なお締切日
以降に参加を希望される場合も下記までお問い合わせ下さい。
世 話 人 代 表：小川

侃（甲子園大学、学長）

世

話

人：内海博司、山岸秀夫

連

絡

先：（公財）体質研究会
〒 606-8225

京都市左京区田中門前町 103-5

TEL：075-702-0824
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パストゥールビル 5F

FAX：075-702-2141
（公財）ひと・健康・未来研究財団

編集後記
日本経済の高度成長期に急造された、モダンな新築ハウスにすむ人々の間に、やが
て気分の悪くなるシックハウス症候群が出始めた。その犯人は、新建材に用いられた
接着剤に使われたホルマリン（ホルムアルデヒドの 40％水溶液）であった。ホルマ
リンに関しては、大学生時代の実習室での約半世紀前の苦い思い出がある。たしか市
販のホルマリンを分溜して、不純物の微量のギ酸を除き、細胞固定に使う中性ホルマ
リンを得るのが目的であった。その時、突然事故が起こり、実習室内にホルマリン蒸
気が充満し、眼が痛み、涙が流れ出て止まらなかったが、直ぐに事故処理に当った。
本号、いのちの科学プロジェクトシリーズ表 2（45 ページ）に示されているよう
に、まさに生命に関わる寸前の事態であったことを知り背筋が寒くなったが、同時に
これまで思い出さなかったこと自体が幸せに思えた。事故時に実習室の窓を全開した
が、3 階建の動・植物教室全体に、以後 1 週間程度ホルマリン臭が漂っていた。し
かし幸いなことに、当時の学生仲間も含めて、以後肺水腫も失明も来したものはいな
い。建物を取り囲む緑の大樹が身代わりになってくれたのであろうか。
本号 Books 欄「死の淵を見た男」（98 ページ）に、突発した福島原発事故の際に、
身を挺して対応された吉田所長のドキュメントが紹介されている。その際の急性被ば
く線量は測り知れないが、その後、飛散した放射性物質による市民への慢性被ばくが
問題とされている。本誌でも、「低線量被ばく」に関して、本号を含めて、25 巻 3
号でも特集を組み、25 巻 2 号のトピックスでも取り上げ、前号から始まったサロ
ン談義でも議論されている。しかし、その評価には功罪の両論があり、科学的には統
計学的な数値としてリスクが語られている。しかも、この種の問題を、科学的に正確
に、平易に、市民に伝える上でのマスコミの限界も指摘されている。したがって個人
としての対応は、当然ながら多様であって然るべきであって、単純な問題解答はない。
しかし常に希望を持って、現実を直視し、仲間と共に語り合い、笑みを絶やさず、新
たな「生き甲斐」を求めることが大切だと思う。
新年になって、近親の通夜の席で、89 歳と 84 歳の元気な姉妹にお会いした。長
寿の秘訣は、どうも「好奇心（遊び）」と「生き甲斐」の様である。読み（読書）、書
き（写経）、そろばん（ギャンブル：パチンコ、麻雀など）は勿論、食欲旺盛で、節
度ある運動（散策、カラオケなど）をされていた。特に印象的なのは、快活な笑いと
新しいことへの好奇心であった。本誌の話題を話したところ、早速、近くの書店で取
り寄せるとのことだったので、とりあえず、英文交じりの本誌最新号を、購読見本と
して献本をお約束した次第である。
本誌も無事 4 半世紀の刊行を果たし一息ついたところ、新年になって投稿が津波
の ご と く 寄 せ ら れ、 文 字 の 急 性 被 ば く に 遭 い、 一 時 パ ニ ッ ク に な っ た。17 巻
（2004）まで、編集人として本誌を一人で支えられた故菅原努先生の熱情を改めて
痛感した次第である。18 巻以降は、編集委員会体制となったが、やはり代表として
の重圧は免れない。文字に関しては、急性被ばくの罪を免れて、せめて慢性被ばくの
功を知識欲と遊びで楽しみたいものである。
（Yan）
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いのちの科学を語る◉全5巻

1 子どもの心と自然

山中康裕（京都大学名誉教授・京都ヘルメス研究所所長） 心の専門家（臨床
心理学者）である著者が、子どもたちの心に何が起こっているのかを示し、その
危機を打開する可能性を 自然とのかかわりに探る。「子どもたちの瞳に輝きを」
をキャッチフレーズに、そのいきいきとした未来への取り組みを、わかりやすく
語る。ISBN4-86249-016-6 四六・並製■本体1,500円+税

2 痛みを知る

2刷

熊澤孝朗（元愛知医科大学医学部痛み学（ファイザー）寄附講座教授）傷の症
状として起こるのとは違った、神経系に発生した病気としての痛み「慢性痛症」
のしくみをわかりやすく解説。「痛み学」の先駆である著者が、医療者・患者・
医療行政者に向け「痛み治療」への学際的アプローチを提案。
ISBN978-4-86249-084-1 四六・並製■本体1,500円+税

3 虫と草木のネットワーク

高林純示（京都大学生態学研究センター教授） 昆虫と植物たちは匂いによっ
て交信している。彼らの相互作用の仕組みを生態学の専門家が平易に紹介し、
生物間の多様な関係性の世界へ案内する。
ISBN978-4-86249-066-7 四六・並製■本体1,500円+税

4 チンパンジーの社会

西田利貞（京都大学名誉教授、元（財）日本モンキーセンター所長） 40年以上
も野生チンパンジーの生態を観察しつづけてきた著者ならではの、平明で深い
分析と貴重な写真53点を満載。野生チンパンジーの魅力を語り、ヒトとの共通
祖先が持っていた行動を再構成し、現代の文明批判を展開する。
ISBN978-4-86249-128-2 四六・並製■本体1,500円+税

5 いのちの医療 心療内科医が伝えたいこと

中井吉英（元関西医科大学心療内科学教授）心療内科が対象とする疾患はス
トレス関連身体疾患（ストレスが要因となっているからだの病気）。心療内科に
対する誤解と偏見を解き、真の心療内科とは何かを示す。病気の部分だけを診
るのではなく、身体や心、社会や環境、スピリチュアリティを含めた全人的医療
の実際を紹介。 ISBN978-4-86249-089-6 四六・並製■本体1,500円+税
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